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リリース ノート
「リリース ノート」セクションでは、 Solutions の新機能、拡張機能、および解決された問題の概要について説明しま
す。 Solutions を最初にインストールする場合、または新しいバージョンにアップグレードする場合に、「リリース ノー
ト」を出発点として使用します。このセクションには、以下のようなページがあります。

NOTE

DevTest 10.3 以前のバージョンからアップグレードするには、新しいライセンス ファイルを要求する必要があ
ります。詳細については、「ライセンス管理」を参照してください。

CA サポート サイトでは、リリースおよびサポート ライフサイクルの日付に関する情報が提供されます。

主な機能 リリース 10.7 リリース 10.6 リリース 10.5 リリース 10.4 リリース 10.3 リリース 10.2
アプリケーション
テストの拡張機能
ワークステーショ
ンの互換性

はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ

ポータルでの VS
ベース パスの編
集のサポート

はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ

Contour Ingress
Controller を使用
した Kubernetes
の展開

はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ

選択的一致許容差 はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
グループ タグの
必須化

はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ

インストーラの埋
め込みライセンス
ファイル

はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ

GraphQL API テ
ストのサポート

はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ

Kafka 接続の認証
機能

はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ

Apache Kafka 用
のサポート

はい はい はい はい いいえ いいえ

OpenAPI 3.0 から
のベースライン
テストの作成

はい はい はい はい いいえ いいえ

REST ステップで
HEAD、PATCH、
および OPTIONS
メソッドをサポー
ト

はい はい はい はい はい はい

Microsoft SQL
Server 2016 のサ
ポート

はい はい はい はい はい はい
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Swagger 2.0 から
のベースライン
テストの作成

はい はい はい はい はい はい

仮想サービスから
のベースライン
テストの作成

はい はい はい はい はい はい

大容量データ
セットのカンマ区
切り値（CSV）
ファイルへの変換

はい はい はい はい はい はい

Devtest ALM プラ
グイン 64 ビット

はい はい はい はい はい はい

Agile Central レ
ポート ジェネ
レータ

はい はい はい はい はい はい

ActiveMQ 直接接
続ファクトリの
JMS サポート

はい はい はい はい はい はい

［テスト モニ
タ］ウィンドウへ
の［ステージング
に失敗しました］
ステータスの追加

はい はい はい はい はい はい

RabbitMQ 送信/
受信ステップ

はい はい はい はい はい はい

CVS ダッシュ
ボードの DevTest
ポータルへの移動

はい はい はい はい はい はい

サービス仮想化の
拡張機能
Jenkins プラグイ
ンを使用した仮想
サービスの作成お
よび展開

はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ

V3 API の拡張 はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
API を使用した反
応時間の変更のサ
ポート

はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ

NTLM 認証 はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
IntelliJ アイデア
プラグイン

はい はい いいえ いいえ いいえ いいえ

Virtual Service
Catalog の機能拡
張

はい はい いいえ いいえ いいえ いいえ

VSE API の取得 はい はい いいえ いいえ いいえ いいえ
仮想サービスお
よびインフラスト
ラクチャ ROI レ
ポート

はい はい いいえ いいえ いいえ いいえ

RAML 1.0 サポー
ト

はい はい いいえ いいえ いいえ いいえ
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HTTP/2 サポート はい はい いいえ いいえ いいえ いいえ
Eclipse プラグイ
ンの機能拡張

はい はい はい いいえ いいえ いいえ

CA Service
Virtualization

はい はい はい いいえ いいえ いいえ

API の機能拡張 はい はい はい いいえ いいえ いいえ
複数の仮想サービ
ス メトリックの
レポート

はい はい はい いいえ いいえ いいえ

Apache Kafka 用
のサポート

はい はい はい はい いいえ いいえ

OpenAPI 3.0 から
の作成

はい はい はい はい いいえ いいえ

Virtual Service
Catalog

はい はい はい はい はい いいえ

ゲートウェイ レ
コーダで Web プ
ロキシを使用でき
る

はい はい はい はい はい いいえ

DevTest ポータル
での Swagger か
らの作成

はい はい はい はい はい はい

DevTest ポータル
での WSDL から
の作成

はい はい はい はい はい はい

Swagger 参照の
サポート

はい はい はい はい はい はい

検査ビューの機能
拡張

はい はい はい はい はい はい

DevTest ポータル
での CICS 仮想
サービスの記録

はい はい はい はい はい はい

DevTest ポータ
ルでの Copybook
バンドルの管理

はい はい はい はい はい はい

DevTest ポータル
での JSON デー
タ プロトコル ハ
ンドラ

はい はい はい はい はい はい

DevTest ポータル
での ODP トラン
スポート プロト
コル

はい はい はい はい はい はい

ServiceImageManager
ツールでのバイン
ド アドレス オプ
ション

はい はい はい はい はい はい

RabbitMQ トラン
スポート プロト
コル

はい はい はい はい はい はい
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DevTest ポータル
でのモデル修正の
実行

はい はい はい はい はい はい

仮想サービスから
のベースライン
テストの生成

はい はい はい はい はい はい

仮想サービス メ
トリック レポー
ト

はい はい はい はい はい はい

データ駆動仮想
サービス

はい はい はい はい はい はい

DevTest ポータル
での仮想サービス
内のテキストの検
索および置換

はい はい はい はい はい はい

DevTest ポータ
ルでの TCP 仮想
サービスの記録

はい はい はい はい はい はい

一般的な機能拡張
AzureSQL データ
ベースのサポート

はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ

.NET サポート はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
Keycloak15.0.0
のサポート

はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ

Red Hat 7.6 およ
び 7.7 のサポート

はい はい いいえ いいえ いいえ いいえ

Windows 2019 サ
ポート

はい はい いいえ いいえ いいえ いいえ

Adopt OpenJDK
8 サポート

はい はい いいえ いいえ いいえ いいえ

自動ログインの有
効化

はい はい はい いいえ いいえ いいえ

パフォーマンス
サマリ レポート

はい はい はい いいえ いいえ いいえ

PostgreSQL デー
タベースのサポー
ト

はい はい はい いいえ いいえ いいえ

Identity and
Access Manager
のプロパティ

はい はい はい いいえ いいえ いいえ

PLA （Portfolio
Licensing
Agreement、ポー
トフォリオ使用許
諾契約）の機能拡
張

はい はい はい いいえ いいえ いいえ

テレメトリの機能
拡張

はい はい はい いいえ いいえ いいえ
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Swift 2018 プロト
コル標準のサポー
ト

はい はい はい いいえ いいえ いいえ

Jenkins プラグイ
ン

はい はい はい はい いいえ いいえ

DevTest 認証用
の Identity and
Access Manager

はい はい はい はい いいえ いいえ

エンタープライズ
ダッシュボード用
の認証

はい はい はい はい いいえ いいえ

カスタマ エクス
ペリエンス向上
データの収集

はい はい はい はい いいえ いいえ

テスト実行および
レポートの拡張
API 機能

はい はい はい はい はい いいえ

改善されたワーク
ステーション イ
ンストール プロ
セス

はい はい はい はい はい はい

エンタープライズ
ダッシュボードで
のキー データの
可視性の向上

はい はい はい はい はい はい

投資収益率計算機
の使用

はい はい はい はい はい はい

データベースの保
護

はい はい はい はい はい はい

メッセージング再
試行ポリシー コ
ンパニオン

はい はい はい はい はい はい

CICS TS バー
ジョン 5.4 のサ
ポート

はい はい はい はい はい はい

パスワードの自己
管理

はい はい はい はい はい はい

Microsoft SQL
Server 2014 のサ
ポート

はい はい はい はい はい はい

ACL 管理の
DevTest ポータル
への移動

はい はい はい はい はい はい

新しいチャート
の使用状況監査レ
ポートへの追加

はい はい はい はい はい はい

コーディネータお
よびシミュレータ
ビューの DevTest
ポータルへの移動

はい はい はい はい はい はい
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CICS エージェン
ト設定の機能拡張

はい はい はい はい はい はい

Windows サービ
ス インストール
時のユーザ指定ア
カウントの使用

はい はい はい はい はい はい

エンタープライズ
ダッシュボードへ
の履歴同時ユーザ
数の追加

はい はい はい はい はい はい

DevTest ポータル
でのサーバ稼働状
況モニタ

はい はい はい はい はい はい

テスト ステージ
ング時の設定ファ
イル内のキーまた
は値の変更

はい はい はい はい はい はい

一部のレポートの
見出しおよび追加
ページでのレポー
ト情報の追加

はい はい はい はい はい はい

エンタープライズ
ダッシュボードの
更新

はい はい はい はい はい はい

Forward Cars デ
モ アプリケー
ション

はい はい はい はい はい はい

DevTest ポータル
での仮想サービス
およびレコーディ
ングのモニタ

はい はい はい はい はい はい

DevTest ポータル
のテスト モニタ
リング詳細画面で
のページング機能

はい はい はい はい はい はい

Application
Insight の機能拡
張
API Management
統合

はい はい はい はい はい はい

JMS および
WebSphere MQ
の仮想サービスの
作成の効率化

はい はい はい はい はい はい

REST および
Web HTTP の
データ駆動ベー
スラインでのパラ
メータ化のサポー
ト

はい はい はい はい はい はい
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DevTest ポータル
でのメインフレー
ム エージェント
の設定

はい はい はい はい はい はい

シェルフ内の
CICS トランザク
ションからの要
求/応答ペアの作
成

はい はい はい はい はい はい

CICS トランザ
クションの仮想
サービス作成時の
VRS ファイルの
使用

はい はい はい はい はい はい

DevTest ポータ
ルでの Java エー
ジェントのステッ
チング ルールの
作成

はい はい はい はい はい はい

DevTest ポータル
でのブローカ通知

はい はい はい はい はい はい

Web HTTP ス
テートフル ベー
スラインでのパラ
メータ化のサポー
ト

はい はい はい はい はい はい

［トランザクショ
ンの分析］ウィン
ドウからのトラン
ザクションの削除

はい はい はい はい はい はい

DevTest ポータ
ルでの Java エー
ジェント ログ記
録の設定

はい はい はい はい はい はい

［トランザクショ
ンの文書化］ウィ
ンドウでのレコー
ディングの一括削
除の実行

はい はい はい はい はい はい

RMI トランザク
ションからの仮想
サービスの作成

はい はい はい はい はい はい

ネイティブ MQ
CAI メッセージの
ミラーリング

はい はい はい はい はい はい

プロデューサとコ
ンシューマの関係
の表示

はい はい はい はい はい はい

ポータルからの
エージェントのダ
ウンロード

はい はい はい はい はい はい
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新機能と拡張機能

ワークステーションの互換性

ワークステーションの互換性機能により、10.6 以降のワークステーションはバージョンより新しいレジストリに接続で
きます。たとえば、10.6 ワークステーションは 10.7 レジストリに接続できます。この機能により、アップグレード プロ
セスを管理しやすくなります。すべての DevTest サーバ コンポーネントは、ワークステーションのアップグレードとは
別にアップグレードできます。

Jenkins プラグインを使用した仮想サービスの作成および展開

このリリース以降、Jenkins プラグインを使用して、VSI/VSM、仕様ファイル、および RR ペアから仮想サービスを作成
および展開できます。

VSI/VSM は、Jenkins プラグインを使用して、CI/CD パイプラインで直接使用できます。詳細については、「Jenkins プ
ラグインを使用した仮想サービスの作成および展開」を参照してください。

V3 API の拡張

V3 API を使用して、VSI/VSM をインポートできます。V3 API は、パラメータ化された VSM による仮想サービスの失敗
を回避するために、プロジェクト設定を受け入れをサポートするように拡張されました。V3 API を使用して、参照され
るデータ ファイルを .mar ファイルにコピーすることもできます。詳細については、「Service Virtualization API v3」を
参照してください。

API を使用した反応時間の変更のサポート

API を使用して、応答の待機時間を指定できます。仮想サービスが V3 API を介して RR ペアから作成/更新される場合、
応答の待機時間はサイドカー ファイルで指定された反応時間仕様に基づきます。V3 API を使用して、サイドカー ファイ
ルの反応時間を更新できます。詳細については、「RR ペアによる反応時間の変更」を参照してください。

選択的一致許容差

このリリース以降、受信トランザクションの一致に必要な引数を指定できます。一致は選択した引数によってのみ決定さ
れます。選択されていない引数は、一致を決定する際に無視されます。「選択的」一致許容差を使用して、一致動作を柔
軟に定義できます。詳細については、「一致許容差」を参照してください。

KAFKA での SASL コンテキストの作成のサポート

認証、データ署名、および暗号化を支援するため、DevTest での仮想化に認証機能（プレーンテキス
ト、SSL、SASL_SSL、および SAS）を提供するようになりました。SASL または SSL_SASL の Kafka 接続で
は、SCRAM およびプレーン認証メカニズムのみがサポートされます。

詳細については、「Apache Kafka アセット」を参照してください。

GraphQL API テストのサポート

クエリ、変数、およびミューテーションを介して GraphQL API をテストする新しい GraphQL ステップを導入すること
で、GraphQL のサポートが追加されました。詳細については、「GraphQL ステップ」を参照してください。

ポータルでの VS ベース パスの編集のサポート

10.7 以降、VS ベース パスの編集機能が、RR ペア、レコーディング、仕様ファイルなどのいずれかのメソッド作成を使
用して、非メッセージング サービスのポータルに追加されました。UI の［管理］セクションで、変更の保存や変更を保
存して再展開することができます。詳細については、「ベース パス」を参照してください。
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Contour Ingress Controller を使用した Kubernetes の展開

Contour を Ingress Controller として使用して、DevTest を Kubernetes クラスタに展開できるようになりました。詳細に
ついては、「Contour Ingress Controller を使用した DevTest の展開」を参照してください。

AzureSQL データベースのサポート

DevTest Solutions は、AzureSQL データベースをサポートするようになりました。データベースの設定方法について詳
しくは、以下を参照してください。

• SQL Server を使用するための DevTest の設定
• エンタープライズ ダッシュボード プロパティ
• 外部エンタープライズ ダッシュボード データベースの設定
• IAM プロパティ

グループ タグの必須化

仮想サービスのグループ化と管理を容易にするために、サイト プロパティ、ポータル プロパティ、V3 API、および
REST 呼び出し API フラグのカスタム プロパティを true に設定して、仮想サービスの展開中にグループ タグを必須に設
定できるようになりました。詳細については、「仮想サービスのモニタ」を参照してください。

.NET サポート

.NET が、開発者向け Service Virtualization ツールキットで提供されるようになりました。SV4dotnet ライブラリ
は、.NET 開発者に、CA Service Virtualization 機能と新しく利用可能な BlazeVSE 模擬サービスの作成を提供します。
開発者は、SV/BlazeVSE の仮想/模擬サービスを .NET コードから直接作成、更新、展開、削除できます。詳細について
は、「開発者ツールの使用」を参照してください。

NTLM 認証

REST ステップ レベルで NTLM 認証をサポートするようになりました。詳細については、「REST ステップ」を参照し
てください。

インストーラの埋め込みライセンス ファイル

10.7 以降、Devtest にはインストーラの一部としてライセンス ファイルが含まれています。インストールの完了後、イ
ンストール ディレクトリにライセンス ファイルが表示されます。詳細については、「DevTest サーバのインストールお
よび設定」を参照してください。

Keycloak のアップグレード

IAM は Keycloak 15.0.0 バージョンをサポートしています。IAM コンポーネントの詳細については、「Identity and
Access Manager」を参照してください。

提供終了機能

10.7 以降、以下の機能はサポートされなくなりました。詳細については、「提供終了機能」を参照してください。

• Selenium テスト
• ALM プラグイン統合
• DevTest モバイル テスト

解決済みの問題
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テスト レポート API が文字列ではなくブール値を返す

テスト レポート API で文字列ではなくブール値を返す問題を修正しました。

サポート ケース： 32752721

障害： DE506884

V3 API を使用したスタブへの応答の重複

V3 API を強化し、V3 API を使用したスタブへの重複した応答に関連する問題が修正されました。

サポート ケース： 32437896

障害： DE488100

Lisa VSE 展開ディレクトリが外部になる

Lisa VSE Deploy ディレクトリの絶対パスに関する問題が修正されました。これにより、設定したパスが Lisa VSE 展開
ディレクトリの絶対パスとして使用されるようになりました。

サポート ケース： 32587836

障害： DE495952

シミュレータ ポッドでの SSL 証明書の手動コピー

コードを強化し、展開時にシミュレータ ポッドの SSL 証明書を .mar ファイルと共にコピーするようになりました。

サポート ケース： 32511499

障害： DE492324

Lisa Invoke API が Kubernetes 環境で動作しない

Lisa Invoke API が Kubernetes 環境で動作しない問題が修正されました。

サポート ケース： 32506035

障害： DE492037

新しい RR ペアで VS を更新すると VSI の既存のトランザクションが削除される

新しい RR ペアを使用して VS を更新すると VSI の既存のトランザクションが削除される問題が修正されました。

サポート ケース： 32762261

障害： DE507742

DevTest V3 更新サービス API コールで以前の変更が元に戻る

V3 更新サービス API を強化し、以前の変更に戻すことに関連する問題が修正されました。

サポート ケース： 32745049

障害： DE506536

Swagger から作成された仮想サービスが配列構文をサポートしない

複数のエレメントを含む配列構文をサポートするように Swagger から作成された仮想サービスの問題が修正されまし
た。

サポート ケース： 32696416
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障害： DE504201

ポータル コンソールのレコーディングで空の値が記録される

ポータル コンソールの一部のレコーディングで、からの値が記録される問題が修正されました。

サポート ケース： 32547316

障害： DE494136

サービス API の更新により反応時間がリセットされる

Service Virtualization v3 API が強化され、サービス API の更新により反応時間がリセットされる問題が修正されました。

サポート ケース： 32482553

障害： DE490813

VS カタログに重複した仮想サービスが表示される

VS カタログに重複した仮想サービスが表示されることに関連する問題が修正されました。

サポート ケース： 32709206

障害： DE503894

Jenkins プラグイン マスタ - スレーブの問題

コードを強化し、Jenkins プラグインのマスタではなく、スレーブ リソースからジョブを実行するようになりました。

サポート ケース： 32394475

障害： DE489470

DB2 テスト ステップが NULL ポインタ例外をスローする

DB2 テスト ステップが NULL ポインタ例外をスローする問題が修正されました。

サポート ケース： 32807172

障害： DE511479

Copybook バンドルをダウンロードできない

Copybook のダウンロード機能に関する問題が修正されました。ユーザは、DevTest ポータルから Copybook バンドルを
ダウンロードできます。

サポート ケース： 32776545

障害： DE508827

Solace JMS の仮想サービスのサポート

DevTest で Solace 接続詳細を使用して JNDI 初期コンテキスト アセットを作成する際のエラーが修正されました。

サポート ケース： 32732849

障害： DE505408
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MQ 仮想サービスの要求イベントの詳細がキャプチャされない

MQ 仮想サービスがイベント ログをキャプチャしないという問題が修正されました。すべての Azure VSEs は、MQ 仮想
サービスのイベント ログをキャプチャできるようになりました。

サポート ケース： 32690647

障害： DE503312

LISA で Tibco-Frontend MQ セットアップ レイヤの実装後に成功した MQ 記録されたサービスが動作しない

LISA で Tibco-Frontend MQ セットアップ レイヤの実装後に成功した MQ 記録されたサービスが動作しない問題が修正
されました。

サポート ケース： 32610946

障害： DE497744

テスト レポートおよびモニタ テストの表示速度の低下

テスト レポートおよびモニタ テストの表示速度の低下に関連する問題が修正されました。

サポート ケース： 32529457

障害： DE494085

メタデータ引数に「エンコーディング」が含まれる要求および応答ファイルを解析できない

ワークステーション内からの、メタデータ引数に「エンコーディング」が含まれる要求および応答のファイルの解析に関
する問題が修正されました。

サポート ケース： 32658971

障害： DE501105

操作レベルが一致スタイルの要求応答の詳細が VSC に表示されない

一致スタイルが「操作」レベルに設定されているときに、要求応答の詳細が VSC に表示されない問題が修正されまし
た。

サポート ケース： 32659996

障害： DE500636

V3 API で DPH が重複する

V3 API を強化し、API コールでサービスを作成するときの vsi ファイル内の重複する引数と vsm ファイル内の重複する
SOAPHandler プロトコルの問題が修正されました。

サポート ケース： 32266679

障害： DE480355

既知の問題

IAM ホーム ページのローカライズの変更

ログイン ページで別の言語を選択している場合でも、IAM ホーム ページはデフォルトで英語で表示されます。ログイン
ページで行ったローカライズの変更は、ホーム ページに反映されません。
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IAM データベースの手動アップグレード

デフォルトの H2 DB を使用して Devtest 10.7 の古いバージョンから最新バージョンにアップグレードする際に、データ
ベースを手動で移行する必要があります。IAM の H2 DB の自動アップグレードはサポートされていません。

複数の RR ペアなしで作成された VS

V3 API を使用して VS を作成する際に、残りの RR ペアを使用する複数の応答は作成されません。

Virtual Service Catalog およびポータル ヘルプ リンクから「10.6 のドキュメント」にアクセスできます

DevTest 10.7 ポータルまたは Virtual Service Catalog でヘルプ リンクをクリックすると、10.6 のドキュメント リンクが
開きます。

回避策： 10.7 のドキュメントを表示するには、開いた Techdocs ドキュメント ページのバージョンから［10.7］を選択
します。さらに、この問題に対処するために Broadcom サポートにパッチを要求することもできます。

500 No JSON Formatted Retrofit Error

ポータルにログイン後、インストールの 3 〜 4 時間後に「500 No JSON Formatted Retrofit Error」が返されます。この
問題は断続的に発生します。

回避策としては、ポータルからログアウトしてログインする必要があります。

チケット作成時のスクリーンショットのキャプチャ

Application Insight を使用してチケットを作成する場合、スクリーンショットを作成するオプションは使用できません。

回避策として、DevTest Chrome 拡張機能を使用できます。詳細については、「チケットの作成」を参照してください。

Chrome 拡張機能のドラッグ アンド ドロップが機能しない

pf-chromeextension.crx ファイルを Chrome ブラウザの開発者モードの拡張機能タブにドラッグ アンド ドロップしても
動作しません。

回避策として Chrome に拡張機能を追加するには、以下の手順に従います。

1. Devtest のインストール ディレクトリに移動し、file.pf-chromeextension.crx ファイルまで、パス
（$DEVTEST_HOME\webserver\phoenix\phoenix-10.7.0\download\）をたどります。

2. 移動、削除しないフォルダ（LISA_HOME\pf-chromeextension\ など）にコンテンツを解凍します（アーカイブ解除
ツールを使用）。

3. Chrome ブラウザで拡張機能ページ（chrome://extensions/）を開き、右上隅の［デベロッパー モード］が有効になっ
ていることを確認します。

4. 左上隅にある［パッケージ化されていない機能拡張を読み込む］ボタンをクリックします。これにより、［機能拡張
フォルダを選択］ポップアップが表示されます。ポップアップで「LISA_HOME\pf-chromeextension\」フォルダを選
択します。

5. CA SV/App Test Chrome 拡張機能 1.0.5.15 が Chrome に追加されました。ここで、右上隅の［デベロッパー モー
ド］を無効にできます。

「-Dlisa.amq.useJmx=true」プロパティが機能しない

virtualserviceenvironment.vmoptions を「-Dlisa.amq.useJmx=true」オプションで更新した後、ポート 3013 の
visualVM で VSE に接続できません。

回避策として、以下の設定を使用して 3013 で visualVM に接続します。

-Dcom.sun.management.jmxremote
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-Dcom.sun.management.jmxremote.port=3013

-Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false

-Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false

レジストリの初回起動時のエラー

Windows 10 で「Registry.exe」を起動してレジストリを起動すると、「INFO: ALPN callback dropped: SPDY and
HTTP/2 are disabled. Is alpn-boot on the boot class path?」というエラー メッセージがレジストリ コンソールに継続的
に表示されます。

iam.properties の JDBC URL が正しくない

「iam.properties」の JDBC URL は、Oracle Database で「サービス名」オプションを使用すると、正しく作成されませ
ん。DB が Oracle で ServiceName を使用して作成される場合、iam.properties で「/」を手動で更新する必要がありま
す。

IAM ログのエラー

IAM にログイン後、ログ ファイルに keycloak に関連するエラーが表示される場合があります。これらのエラーは、IAM
の log4j の上書きメカニズムが原因です。

V3 API を使用して IBM MQ または JMS VSM/VSI ファイルで VS を作成できない

これらのサービスには追加アセットが必要なため、IBM MQ または JMS VSM/VSI ファイルを使用した VS の作成は敗し
ます。現在、アセット ファイルをアップロードするプロビジョニングはありません。そのため、V3 API は VS の作成に
失敗します。

ワークステーション/ポータル/REST API からの同一セッションで 2 回または 3 回連続して更新が成功した後に仮想サー
ビスの更新が失敗する

問題： 同じセッションで、仮想サービスの更新が最初の数回の試行では成功しますが、3 回目または 4 回目で失敗し、
以下のいずれかのエラー メッセージが表示されます。

「The process cannot access the file because it is being used by another process ###############################
############」または「The requested operation cannot be performed on a file with a user-mapped section open #####
##############################################」

発生する OS： Windows Server 2016 および Windows Server 2019

解決方法： パッチを利用できます。同じ問題に対するサポート チケットを開きます。

適用対象のパッチ： すべての DevTest コンポーネントに影響します。したがって、すべての DevTest マシンにインス
トールする必要があります。

AIX での SSL サポート
AIX で SSL サポートが動作しない。

エンタープライズ ダッシュボード内の詳細メトリックのグラフでの累積トランザクション

エンタープライズ ダッシュボードでは、詳細メトリックのグラフの累積トランザクションには、月をまたぐ累積量は表
示されません。累積使用量は、特定の月の分が表示された後、次の月の分が新たに始まります。たとえば、1 月 1 日から
2 月 15 日までを選択すると、累積トランザクションは 2 月 1 日の周辺で急激に減少します。データは正確ですが、2 つ
の月にまたがる合計トランザクション数を計算しようとする場合は、1 か月分の累積量を取ったうえで、その量を次の月
に加算する必要があります。
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エンタープライズ ダッシュボードの仮想サービス環境の詳細テーブルで、トランザクション数が一致しない

エンタープライズ ダッシュボードで、［VSE 詳細］テーブルの一番左の列で特定の VSE を選択すると、別のウィンド
ウが表示され、その VSE 上で実行されている仮想サービスの詳細が表示されます。この画面上の合計トランザクション
数は、［VSE 詳細］テーブル上のその VSE の合計トランザクション数と正確には一致しない場合があります。

この問題の原因は、わずかな同期の問題が発生する場合があることです。最も正確なのは、［VSE 詳細］テーブル上の
合計トランザクション数です。

エンタープライズ ダッシュボードの棒グラフ

エンタープライズ ダッシュボード内のグラフに使用されるライブラリの制約のため、グラフ内で、一部の棒が他の棒に
重なってしまう場合があります。

Internet Explorer での Virtual Service Catalog および Identity and Access Manager の表示

既知の問題により、Virtual Service Catalog および Identity and Access Manager の UI が正しく表示されない場合があり
ます。この問題は、特定のバージョンの Internet Explorer を特定の Windows オペレーティング システム上で使用した
場合に発生します。Internet Explorer でいずれかのアプリケーションの表示に問題が発生する場合は、ブラウザの設定で
ローカル インターネットのセキュリティ オプションを変更することで、この問題を解決できます。

ブラウザの設定を変更するには

1. ［ツール］アイコンをクリックし、［インターネット オプション］を選択します。
2. ［インターネット オプション］ウィンドウで、［セキュリティ］タブをクリックします。
3. セキュリティ設定を表示または変更するゾーンとして、［ローカル イントラネット］をクリックします。
4. ［サイト］をクリックします。
5. ［イントラネットのネットワークを自動的に検出する］チェック ボックスと、その下のすべての子チェック ボック
スをオフにします。

6. ［詳細］をクリックします。
7. ゾーンに Virtual Service Catalog および Identity and Access Manager の URL がある場合、それらを削除して［閉じ
る］をクリックします。

8. ［OK］をクリックして、［ローカル イントラネット］ウィンドウを閉じます。
9. ［OK］をクリックして、［インターネット オプション］ウィンドウを閉じます。
10.ページをリフレッシュします。

ケース番号： DE353202、DE350625、DE350641

リソース名でのアンパサンド

以下のリソースを作成する場合、名前にはアンパサンド（&）を入れないでください。

• 仮想サービス モデル
• 仮想サービス イメージ
• テスト ケース
• スイート
• 設定
• データ セット
• ステージング ドキュメント
• キーストア
• レコーディング セッション定義
• ビルダ セッション名

アンパサンドを含むと、予期しない動作が発生する場合があります。たとえば、SAXParseException エラーが生じる可
能性があります。
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この問題は、 および  ポータルの両方で適応されます。

ケース番号： DE254855

仮想サービス内の長い文字列の検索

ポータル内の仮想サービス エディタには、検索フィールドが含まれています。検索フィールドの文字列が 35 文字を超
える場合、文字列を検索することができません。##の検索クエリは、35 文字を超えることができますが、各文字列は 35
文字未満である必要があります。

回避策として、単語全体の検索を実行するか、正規表現（たとえば、mySuperLongSearchTerm.*）を使用できます。

データ駆動型仮想サービス

外部データ セットで Microsoft Excel ファイルを使用する場合、ファイルのサイズを制限することを推奨します。たとえ
ば、ヒープ サイズが 1 GB の場合は、3 MB を超えている Excel ファイルを使用しないでください。

Service Virtualization が Excel ファイルの読み取りに使用する Java API のために、メモリ使用率が高くなる可能性があ
ります。

代替策として、Excel ファイルをカンマ区切り値（CSV）ファイルにエクスポートし、それを代わりに使用できます。

Oracle 新規インストールの問題

エンタープライズ ダッシュボード用の Oracle データベースを使用する場合、すべての権限または管理者権限を持つユー
ザに対して、DDL を実行してください。権限が制限されたユーザに対しては、テーブルは作成されません。

dradis.properties ファイルが必要

Derby 以外の任意のデータベースでエンタープライズ ダッシュボードを実行する場合は、エンタープライズ ダッシュ
ボードを開始する前に、データベース接続情報を持つ dradis.properties ファイルを DevTest ホーム フォルダに追加する
必要があります。site.properties にのみ接続プロパティを追加する場合は、新しい dradis.properties ファイルが自動的に
作成されますが、ダッシュボードを再起動する必要があります。

デモ サーバが Solaris 上で動作しない

DevTest デモ サーバが Solaris 上で動作しません。初期化中に、以下のエラーが発生します。

 WARN  [ServiceController] Problem starting service jboss:service=CorbaTransaction
 

拡張 VS レコーダを有効または無効にするとエラーが発生する場合がある

レコーダまたは他の任意の［仮想サービスの作成］タブを開いていて、［サンドボックス］フラグ（拡張レコーダを使用
する）をオンにすると、以前開かれていたレコーダでエラーが発生し始め、予期しない結果になります。拡張レコーダの
設定がオンになっていて、レコーダのタブが開いている場合、フラグをオフにしても、エラーが発生します。

拡張 VS レコーダが有効な場合、サンドボックスに戻るには、レコーダを閉じる必要があります。

Perfmon の制限事項

Windows Perfmon メトリックは、Microsoft .NET 1.1 + がインストールされている Windows オペレーティング システム
では機能しません。

ケース番号： DE281792
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サーバ コンポーネントのインストールの制限事項

以下の問題は、データ ディレクトリがインストール ディレクトリと異なるインストールに存在します。この動作は、共
有ディレクトリがある以前のリリースと同じです。既存の共有インストールからアップグレードする場合を除いて、デー
タ ディレクトリとインストール ディレクトリを分けることはお勧めしません。

Windows：

• 共有インストールでは、サービスは作成されません。
• root 以外のユーザとして、エンタープライズ ダッシュボードを開始できません。
• レジストリが開始されますが、ファイルを LISA_HOME に書き込むことができないため、springframework で問題が
発生します。

Solaris の場合

• root 以外のユーザとして、エンタープライズ ダッシュボードを開始できません。
• レジストリが開始されますが、ファイルを LISA_HOME に書き込むことができないため、springframework で問題が
発生します。

• ブローカは起動しますが、rules.xml、rules.xml.sample、および solr データ用のディレクトリを作成できないという
エラーが表示されます。

• ポータルは開始しますが、プロジェクト ディレクトリが LISA_HOME の下にある［プロジェクト］を参照
し、LISA_HOME でファイルを編集しないと、それを変更できないという reshub の問題があります。

• 「プロジェクト リストの取得中にエラーが発生しました。（500 AccessDeniedException /opt/CA/DevTest/
Projects/.rhProjectInfo）」

OS X：

• 共有インストールがある OS X 上にテストをステージングできません。

DevTest ポータルでのデータ ファイルの使用

データ ファイルが含まれるテスト ケースを実行し、そのテスト ケースがプロジェクト構造を基にした相対パスにある外
部リソースを参照している場合、テストを実行すると、テスト ケースでのそのリソースの参照が機能しません。そのよ
うなシナリオでは、 で MARI を作成し、それに外部リソースの参照を手動で追加する必要があります。 でこの MARI を
使用して、テスト ケースを実行します。

OS X での Android アプリケーションのテスト

OS X 上で Android アプリケーションをテストするには、DevTest_HOME\addons ディレクトリに appium-mac.itko.zip
ファイルを解凍する必要があります。この zip ファイルの内容は、DevTest_HOME\addons ディレクトリに存在する必要
があります。

Readme ファイルの不正なコマンド

Readme ファイルの Docker の例に、以下のコマンドがあります。

 docker build -t devtest-x11vnc-mysql:latest
 

コマンドは、以下のようにする必要があります。

 docker build -t dradis-licensed-mysql
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エンタープライズ ダッシュボード時間

エンタープライズ ダッシュボードの［トランザクション数］および［VS 数］に表示されるタイムスタンプは、ブラウザ
のタイム ゾーンでなく、サーバのタイム ゾーンから取得された時間です。

スタンドアロン デモ サーバ

スタンドアロン デモ サーバ、すなわち、DevTest がインストールされていないデモ サーバは実行できません。 

IAM サービスが起動に失敗する

JDBC ドライバ jar のパスにスペースがあると、IAM サービスが起動に失敗してクラッシュします。

例： <LISA_HOME>\IdentityAccessManager\ ディレクトリの下の IAM.properties ファイルには、JDBC ドライバ jar ファ
イル パスにスペースが含まれているエントリがあります。

iam.db.jdbc.driver.path=C:\\SV-Dev\\postgres driver\\postgresql-42.2.5.jar

Windows ではパスを二重引用符で囲み、*NIX プラットフォームではエスケープ文字を使用して、パス内のこのスペース
を削除します。

例： iam.db.jdbc.driver.path="C:\\SV-Dev\\postgres driver\\postgresql-42.2.5.jar"

Windows および Linux 32 ビットのインストーラの制限

DevTest Windows および Linux 32 ビット版のインストーラは、DevTest ポータルおよびデモ サーバをサポートしていま
せん。

Kafka 接続の制限

Kafka 接続を SASL または SSL_SASL で作成すると、SCRAM 認証メカニズムのみがサポートされます。

キーストアおよびキーのパスワード

Kafka 接続を作成するための前提条件は、キーストア、トラストストア、および SSL への接続の作成です。キーストア
とキーストア/トラストストアのキーに同じパスワードを使用します。

サービス終了のお知らせ
DevTest Solutions の各バージョンのサービス契約の詳細については、「DevTest Solutions のリリースおよびサポート ラ
イフ サイクルに関する日付」を参照してください。

提供終了機能
機能の提供終了とは、将来の開発、アップグレード、または修正がその機能に対して提供されないことを意味します。そ
の機能のサポートは終了します。

DevTest 10.6 で提供を終了する機能

以下の機能は、 10.6 で提供終了となりました。

• Selenium テストのサポートは終了しました。
• ALM プラグイン統合のサポートは終了しました。
• DevTest モバイル テストのサポートは終了しました。
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10.0 で提供を終了する機能

以下の機能は、 10.0 で提供終了となりました。

• Splunk からのパスのインポートのサポートが終了しました。

9.5 で提供を終了する機能

以下の機能は、 9.5 で提供終了となりました。

• IBM Rational Quality Manager での  のサポートは終了しました。
• Oracle AQ （JMS）ステップのサポートは終了しました。
• DRDA 仮想化のサポートは終了しました。

9.0 で提供を終了する機能

以下の機能は、 9.0 で提供終了となりました。

• エンタープライズ ダッシュボードの UI からレジストリを設定することはできなくなりました。サポートされている
すべてのレジストリは、プロパティ ファイルを使用して設定する必要があります。

• CA APM エージェントを使用して、レジストリ、コーディネータ、シミュレータ、および VSE サーバの稼働状況を
確認することはできなくなりました。

• Oracle AQ （JPub）ステップのサポートが終了しました。

8.5 で提供を終了する機能

以下の機能は、 8.5 で提供終了となりました。

• Java .NET ブリッジのサポートが終了しました。

DevTest Solutions 8.2 で提供を終了する機能

以下の機能は、 8.2 で提供終了となりました。

• Windows での Apple Safari ブラウザのサポートが終了しました。
• コンテナ内テスト（ICT）のサポートが終了しました。

DevTest Solutions 8.0.2 で提供を終了する機能

以下の機能は、 8.0.2 で提供終了となりました。

• ドライバ ベースの JDBC 仮想化に対するサポートが終了しました。

DevTest Solutions 8.0 で提供を終了する機能

以下の機能は、 8.0 で提供終了となりました。

• URL http://localhost:1505/reporting は、8.0 で廃止されました。
レポート コンソールへの移動に使用できる代替の URL は次のとおりです。
– http://localhost:1505/index.html?lisaPortal=reporting
– http://localhost:1505 からレポートに移動します。

• APPC 仮想化は、Service Virtualization 8.0 で削除されました。
• 以下に対するサポートが終了となりました。
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– Windows Vista
– Windows Server 2008
– Fedora 8
– OS X 10.8
– Ubuntu 9
CA Technologies は、CA メンテナンス契約下にある、CA の古いバージョンについて、Windows Vista、Windows
Server 2008、OS X 10.8、Fedora 8、および Ubuntu 9 のサポートを、CA Technologies がそのバージョンをサポー
トしなくなるか、または Microsoft がオペレーティング システムをサポートしなくなるかの、どちらか早い方まで継
続します。

7.5 で提供を終了する機能

以下の機能は、 7.5 で提供終了となりました。

• 7.5 では、以下のオペレーティング システムがサポートされなくなりました。
– Windows XP
– Windows Server 2000

• レガシーのメッセージング ステップは  7.5 でサポートされていますが、これらのステップは今後のリリースで削除さ
れる予定です。これらのステップは、 7.5 で導入された新しい一連のメッセージング ステップで置き換えられます。
詳細については、「######## #######」を参照してください。

• ドライバ ベースの JDBC 仮想化は  7.5 でサポートされていますが、この機能は今後のリリースで削除される予定で
す。この機能は、エージェント ベースの JDBC 仮想化によって置き換えられています。詳細については、「#######
# #######」を参照してください。

7.1 で提供を終了する機能

以下の機能は、 7.1 で提供終了となりました。

• Web 2.0 はサポートされなくなりました。

6.0.9 で提供を終了する機能

以下の機能は、 6.0.9 で提供が終了となりました。

• EJB の展開による JBoss および WebLogic に対するコンテナ内テストのサポート。これは、［リモート］オプショ
ンによる動的 Java 実行ステップに影響します。

• Swing テスト： ステップは現在カスタム拡張となっています。
• Axis クライアントを使用して  5 またはそれ以前のバージョンで開発された VSE WSDL 生成は、WSDL から VSI を
作成する［クイック スタート］オプションによって置き換えられました。

• .jar または EJB の共同展開を含む LISAINT 1.0. LISAINT タグが記述されている場合、それはフィルタおよびアサー
ションに対して考慮されます。

• Web 2.0 は、HTML および HTML 5 アプリケーションのみをサポートします。swing、Flex、および非 HTML テスト
のサポートを終了する予定です。

• （Axis を使用して） Web サービスをテストする Web サービス実行（レガシー）は非推奨となっており、代わりに
Web サービス実行（XML）ステップを採用します。このステップはカスタム ステップに移動されています。また、
新しい開発はありません。積極的に Web サービス実行（XML）ステップに移行することをお勧めします。

• レガシーの RAW SOAP 要求ステップは非推奨となっており、代わりに Web サービス実行（XML）ステップを採用し
ます。このステップはカスタム ステップに移動されています。また、新しい開発はありません。積極的に Web サー
ビス実行（XML）ステップに移行することをお勧めします。
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DevTest ポータルの機能
このページには、現在のリリースの  ポータルから利用可能な特定の機能および特長を示します。以下の表に含まれてい
ない機能は、 から利用できます。

Application Test

• 要求/応答ペアを含む API テスト ケースの作成
• ポータルで作成された API テストの管理
• で作成されたテスト ケースの管理
• で作成されたテスト スイートの管理
• プロジェクトの管理
• テストの監視
• テストおよびテスト スイートの実行中に設定およびステージングを選択

Service Virtualization

• Web サイトの仮想化（HTTP/S）
• Web サイトの仮想化（TCP）
• 不透明データ処理（ODP）での仮想化
• CICS アクティビティの仮想化
• 要求/応答ペアを使用した仮想化
• WSDL を使用した仮想化
• Swagger を使用した仮想化
• JDBC の仮想化
• データ プロトコル ハンドラ： REST、JSON
• Copybook バンドルの作成および管理
• 仮想サービスの管理
• Copybook バンドルの管理
• 仮想サービスのモニタ

共通コンポーネント

• アクセス制御（ACL）の管理
• サーバ稼働状況のモニタ

NOTE

詳細情報：

• DevTest ポータル
• Application Test での DevTest ポータルの使用
• Application Test での DevTest ワークステーションの使用
• Service Virtualization での DevTest ポータルの使用
• Service Virtualization での DevTest ワークステーションの使用
• Application Insight の使用
• アクセス制御（ACL）

サードパーティ ソフトウェアに関する通知
添付の zip ファイルには、以下の製品のすべてのサード パーティ ソフトウェアに関する通知情報が含まれています。
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• 書籍「Java Concurrency in Practice」の注釈 1.0
• ${oraclebndl.name} 2.3.4-M6
• Action Framework 1.6.5-1
• ActiveMQ Artemis JDBC Store 2.16.0
• ActiveMQ Artemis Native 1.0.2.redhat-00001
• ActiveMQ Artemis Tools 2.16.0
• ActiveMQ Artemis WildFly Integration 1.0.2
• ActiveMQ Protocol Buffers Implementation and Compiler 1.0.0.0-fuse
• AdoptOpenJDK/openjdk-jdk8u jdk8u232-b09
• Advanced Swing Component （ASC） 1.5
• AEsh 0.66.19
• Agroal API 1.3
• Agroal Connection Pool 1.3
• Agroal Narayana Integration 1.3
• amf-aml 4.0.51
• amf-core 4.0.42
• amf-validation 3.2.2
• amf-webapi 3.2.2
• Angular 1.7.9
• angular-animate 1.7.8
• angular-cookies 1.5.11
• angular-resource 1.7.5
• angular-sanitize 1.7.6
• angular-translate 2.18.3
• angular-translate 2.18.4
• angular-ui-codemirror 0.3.0
• angular-utf8-base64 v0.0.5
• Animal Sniffer Annotations 1.14
• Annotations for Metrics 3.2.2
• antlr4 2.7.2
• antlr4 2.7.7
• antlr4 4.5.1-1
• AOP Alliance （Java/J2EE AOP standard） 1.0
• Aopalliance Version 1.0 Repackaged As A Module 2.5.0-b05
• Apache ActiveMQ 2.16.0
• Apache ActiveMQ 5.15.10.tesb1
• Apache ActiveMQ 5.16.3
• Apache Addressing 20050729
• Apache Ant 1.10.10
• Apache Avro 1.7.6
• Apache Calcite Avatica 1.13.0
• Apache Commons BCEL 5.0
• Apache Commons BeanUtils 1.9.4
• Apache Commons CLI 1.3.1
• Apache Commons CLI 1.4
• Apache Commons Codec 1.10
• Apache Commons Codec 1.11
• Apache Commons Codec 1.15
• Apache Commons Codec 1.9
• Apache Commons Collections 3.2.2
• Apache Commons Collections 4.1
• Apache Commons Collections 4.4
• Apache Commons Compress 1.21
• Apache Commons Configuration 1.8
• Apache Commons Configuration 2.1.1
• Apache Commons CSV 1.5
• Apache Commons DBCP 1.4
• Apache Commons Digester 1.6
• Apache Commons Digester 1.8
• Apache Commons Digester 2.1
• Apache Commons Discovery 0.2
• Apache Commons Email 1.5
• Apache Commons Exec 1.3
• Apache Commons FileUpload 1.3.3
• Apache Commons FileUpload 1.4
• Apache Commons Lang 2.6
• Apache Commons Lang 3.11
• Apache Commons Lang 3.12.0
• Apache Commons Lang 3.3.2
• Apache Commons Lang 3.8.1
• Apache Commons Logging 1.0.3
• Apache Commons Logging 1.0.4
• Apache Commons Logging 1.1.1
• Apache Commons Logging 1.2
• Apache Commons Math 3.6.1
• Apache Commons Net 3.3
• Apache Commons Pool 1.5.4
• Apache Commons Pool 1.6
• Apache Commons Text 1.6
• Apache Commons Validator 1.1.4
• Apache Commons Validator 1.4.0
• Apache Commons Validator 1.5.1
• Apache CXF cxf-3.4.4
• Apache CXF STS Core 3.3.10
• Apache CXF WS-Discovery API 3.3.10
• Apache CXF XJC Boolean Getter Plugin 3.3.1
• Apache CXF XJC Plugin To Workaround JAXB Bug 986 3.3.1
• Apache CXF XJC Runtime 3.3.1
• Apache CXF Xjcplugins 3.3.1
• Apache Derby 10.12.1.1_1
• Apache Derby 10.14.2.0
• Apache Derby Client JDBC Driver 10.12.1.1
• Apache Derby Network Server 10.12.1.1
• Apache Directory LDAP API Client All 1.0.3
• Apache FontBox 2.0.7
• Apache FOP 2.3
• Apache Geronimo Annotation Spec 1.3 1.2
• Apache Groovy 2.4.21
• Apache Hadoop 3.2.0
• Apache Hadoop Annotations 3.2.0
• Apache Hadoop Auth 3.2.0
• Apache Hadoop HDFS Client 3.3.0
• Apache HttpClient 4.5.13
• Apache HttpClient 4.5.5
• Apache HttpClient 4.5.6
• Apache HttpClient 4.5.9
• Apache HttpComponents AsyncClient 4.0.2
• Apache HttpComponents AsyncClient 4.1.4
• Apache HttpComponents Core 4.3.2
• Apache HttpComponents Core 4.4.10
• Apache HttpComponents Core 4.4.11
• Apache HttpComponents Core 4.4.14
• Apache HttpMime 4.3.3
• Apache HttpMime 4.5.13
• Apache HttpMime 4.5.6
• Apache HttpMime 4.5.9
• Apache Jena - Base Common Environment 3.8.0
• Apache Jena - Shadowed external libraries 3.8.0
• Apache Kafka 2.7.0
• Apache Karaf :: HTTP :: Core 4.2.9.fuse-780023-redhat-00001
• Apache Log4j 1.2.17-cloudera1
• Apache Lucene 4.10.4
• Apache Lucene 5.5.5
• Apache Lucene 8.8.2
• Apache Mina SSHD :: Common support utilities 2.3.0
• Apache Mina SSHD :: Common support utilities 2.4.0
• Apache Mina SSHD :: Core 2.0.0-cloudera
• Apache Mina SSHD :: Core 2.4.0
• Apache Neethi 3.1.1
• Apache ORO 2.0.7
• Apache ORO 2.0.8
• Apache POI 3.17
• Apache POI： OOXML 3.17
• Apache POI： OOXML-schemas 3.17
• Apache POI： OOXML-schemas 3.9
• Apache Regexp 1.2
• Apache Santuario （Java） 1.4.2
• Apache Santuario （Java） 2.1.6
• Apache ServiceMix :: Bundles :: struts 1.3.10_1
• Apache ServiceMix Bundles： xmlbeans-2.4.0 3.0.2_2
• Apache ServiceMix Bundles： xstream-1.3 1.3_4
• Apache Solr 8.8.2
• Apache Solr DataImportHandler 8.8.2
• Apache Solr Solrj 8.8.2
• Apache Standard Taglib 1.0 Compatibility 1.2.6-RC1
• Apache Standard Taglib Implementation 1.2.6-RC1
• Apache Struts 1.2.9
• Apache Taglibs 1.2.6-RC1
• Apache Thrift 0.13.0
• Apache Thrift 0.14.1
• Apache Thrift 0.14.2
• Apache Tomcat 8.5.68
• Apache Tomcat Embed 8.5.68
• Apache Velocity - Engine 2.3
• Apache Velocity - JSR 223 Scripting 2.3
• Apache WSS4J 1.5.4
• Apache WSS4J Bindings 2.2.6
• Apache WSS4J DOM WS-Security 2.2.6
• Apache WSS4J Streaming WS-Security 2.2.6
• Apache WSS4J Streaming WS-SecurityPolicy 2.2.6
• Apache WSS4J WS-Security Common 2.2.6
• Apache WSS4J WS-SecurityPolicy model 2.2.6
• Apache Xalan （Java） 2.7.2
• Apache Xerces2 J 2.12.0
• Apache Xerces2 J 2.12.0.SP03
• Apache Xerces2 J 2.12.1
• Apache XML Commons 1.4.01
• Apache XML Graphics Commons 2.6
• Apache ZooKeeper 3.6.2
• Apache ZooKeeper - Jute 3.6.2
• AppleJavaExtensions 1.4
• archaius-core 0.7.4
• arjunacore 5.10.3.Final
• arjunacore 5.10.6.Final
• ArjunaCore txoj module 5.11.1.Final
• ARQ 3.8.0
• ASM 7.1
• ASM 7.2
• ASM based accessors helper used by json-smart 2.4.7
• ASM Commons 7.2
• ASM Tree 7.2
• ASM Util 7.1
• asm-analysis 7.2
• AspectJ Runtime 1.8.9
• AspectJ weaver 1.8.14
• AspectJ weaver 1.8.9
• Asset-Pipeline Grails 3.0.6
• asset-pipeline-core 3.0.6
• atlassian-browsers-linux 1.1-beta9
• Automaton 1.11-8
• Avalon Framework API 4.3.1
• avalon-framework-impl 4.3.1
• Axiom API 1.2.8
• axiom-impl 1.2.8
• Axis （Java） 1.4
• Axis （Java） 1.5.1
• Balloon tip 1.2.4.1
• Batch Applications for the Java Platform 2.0.0.Final
• Batik XML utility library 1.14
• bb4-common 1.5
• Bean Validation API 2.0.1
• Bean Validation API 2.0.2
• BeanShell 2.1.0
• beanvalidation-api 1.1.0.Final
• beanvalidation-api 2.0.1.Final
• Bootstrap （Twitter） 3.2.0
• bootstrap-filestyle v2.1.0
• Bouncy Castle 1.60
• Bouncy Castle 1.68
• Bouncy Castle 1.69
• Bouncy Castle PKIX、CMS、EAC、TSP、PKCS、OCSP、CMP、および CRMF APIs 1.56
• Bouncy Castle PKIX、CMS、EAC、TSP、PKCS、OCSP、CMP、および CRMF APIs 1.60
• Bouncy Castle PKIX、CMS、EAC、TSP、PKCS、OCSP、CMP、および CRMF APIs 1.64
• Bouncy Castle PKIX、CMS、EAC、TSP、PKCS、OCSP、CMP、および CRMF APIs 1.68
• Bouncy Castle Provider 1.64
• brianm's jdbi 2.51
• Bridge between REST-AT and JTA 5.10.6.Final
• btf 1.2
• Byte Buddy byte-buddy-1.9.11
• c3p0： JDBC DataSources/Resource Pools 0.9.5.5
• Cache Plugin 4.0.0
• Cache Plugin 4.0.1
• Caffeine cache 2.8.8
• Calcite Core 1.18.0
• Calcite Linq4j 1.18.0
• Castor 1.4.1
• CDI APIs 2.0.2
• Checker Qual 2.0.0
• Checker Qual 3.5.0
• classfilewriter 1.2.4.Final
• client-java-api 12.0.0
• client-java-proto 12.0.0
• CodeMirror 4.8.0
• Codemodel Core 2.3.3-b02
• common 5.10.4.Final
• common 5.10.6.Final
• Common Annotations 1.3 API 2.0.1.Final
• Commons IO 2.2
• Commons IO 2.4
• Commons IO 2.5
• Commons IO 2.8.0
• Commons Logging to JBoss Logging 1.0.0.Final
• compiler - com.github.spullara.mustache.java:compiler 0.9.6
• Concurrency Utilities for JavaEE 2.0.0.Final
• concurrent 1.3.4-jboss-update1
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• Kubernetes Client API 12.0.0
• LanguageSupport 2.5.6
• LatencyUtils 2.0.3
• LiquiBase 3.5.5
• LittleProxy 2.0.4
• Log4J API 2.14.0
• log4j2-jboss-logmanager 1.0.0.Final
• Lucene Analyzers 4.10.4
• Lucene Analyzers 5.5.5
• Lucene Analyzers 8.8.2
• Lucene Classification 8.8.2
• Lucene codecs 8.8.2
• Lucene Expressions 8.8.2
• Lucene Facets 5.5.5
• Lucene Grouping 8.8.2
• Lucene Highlighter 8.8.2
• Lucene Join 8.8.2
• Lucene Kuromoji Japanese Morphological Analyzer 8.8.2
• Lucene Memory 5.5.5
• Lucene Memory 8.8.2
• Lucene Miscellaneous 5.5.5
• Lucene Miscellaneous 8.8.2
• Lucene Nori Korean Morphological Analyzer 8.8.2
• Lucene Phonetic Filters 8.8.2
• Lucene Queries 5.5.5
• Lucene Queries 8.8.2
• Lucene Query Parser 5.5.5
• Lucene Query Parser 8.8.2
• Lucene Spatial 3D 8.8.2
• Lucene Spatial Extras 8.8.2
• Lucene Suggest 8.8.2
• LZ4 および xxHash 1.7.1
• LZ4 Java 1.3.0
• MapDB 2.0-beta7
• MapDB 3.0.7
• Maven definition for eclipselink-2.3.2.jar - NetBeans モジュールの外部パート。RELEASE721
• mchange-commons-java 0.2.19
• Metrics Core 3.0.1
• Metrics Core 4.1.5
• Metrics Core 4.2.1
• Metrics Guice Support 3.0.1
• Metrics Health Checks 3.0.1
• Metrics Integration for Jersey 1.x 3.2.2
• Metrics Integration for Jetty 9.1 and higher 4.1.5
• Metrics Integration with JMX 4.0.5
• Metrics Integration with JMX 4.1.5
• Metrics Integration with JMX 4.2.1
• Metrics Utility Servlets 3.0.1
• micrometer-core 1.1.1
• MicroProfile Config API 2.0
• MicroProfile Health API 3.0
• MicroProfile JWT Auth API 1.2
• MicroProfile Metrics API 3.0
• MicroProfile OpenAPI API 2.0
• MicroProfile Opentracing API 2.0
• MicroProfile Reactive Streams Operators Core 1.0.1
• MicroProfile Rest Client API 2.0
• microProfile-fault-tolerance-api 3.0
• Microsoft JDBC Driver for SQL Server 8.2.0.jre8
• Microsoft Windows Azure Storage Client SDK 8.6.5
• MIME streaming extension 1.9.6
• MIME4J 0.6
• mod_cluster-container-spi 1.4.3.Final
• mod_cluster-core 1.4.3.Final
• mod_cluster： Load SPI 1.4.3.Final
• MortBay :: Apache EL :: API and Implementation 8.0.33
• Mozilla Rhino 1.7r4
• msg-simple 1.1
• multibanking-encrypted 1.2
• MutabilityDetector 0.9.2
• MXParser 1.2.2
• Narayana： ArjunaJTA cdi 5.10.0.Final
• Narayana： ArjunaJTA cdi 5.11.0.Final
• Narayana： ArjunaJTA jdbc 5.10.5.Final
• Narayana： ArjunaJTA JMS 5.9.0.Final
• Narayana： compensations 5.10.6.Final
• nashorn jdk8u265-b01-x1
• NekoHTML 1.9.21
• NekoHTML 1.9.22
• netflix-commons-util 0.1.1
• netflix-statistics 0.1.1
• Netty Project 4.1.50.Final
• Netty Project 4.1.63.Final
• Netty Project 4.1.65.Final
• Netty Project 4.1.66.Final
• netty-xnio-transport 0.1.9.Final
• Netty/Codec/Redis 4.1.63.Final-redhat-00001
• Netty/Codec/SMTP 4.1.48.Final
• Netty/Transport/Native/KQueue 4.1.63.Final-redhat-00001
• Netty/Transport/Native/KQueue 4.1.65.Final-redhat-00001
• Netty/Transport/Native/Unix/Common 4.1.50.Final
• Netty/Transport/Native/Unix/Common 4.1.63.Final-redhat-00001
• Netty/Transport/Native/Unix/Common 4.1.65.Final-redhat-00001
• Netty/Transport/Native/Unix/Common 4.1.66.Final
• ng-file-upload 12.2.13
• Nimbus-JOSE-JWT 7.9
• node-sap-promise 0.1.0
• Not Yet Commons SSL 0.3.11
• ojdkbuild/ojdkbuild java-1.8.0-openjdk-1.8.0.232-2.b09-x86
• OkHttp 2.5.0
• OkHttp 2.7.5
• OkHttp 3.14.9
• OkHttp 4.9.0
• OkHttp Logging Interceptor 3.14.9
• OkHttp URLConnection 2.5.0
• OkHttp URLConnection 2.7.5
• OkIO 1.17.2
• OkIO 1.6.0
• OkIO 2.8.0
• olap4j 0.9.7.309-JS-3
• OOXML Schemas 1.1
• OpenEJB :: Dependencies :: JavaEE API 6.0-4
• OpenJDK ORB 8.1.4.Final
• OpenJDK ORB 8.1.5.Final
• OpenNLP Maxent 3.0.3
• OpenNLP Tools 1.8.3
• OpenNLP UIMA Annotators 1.8.3
• openrtb-model 1.4.0
• OpenSAML 2.0 1.1
• OpenSAML 2.0 2.2.3
• OpenSAML 2.0 3.3.1
• OpenShift Java REST Client 7.0.0.Final
• OpenShift Java REST Client 8.0.0.Final
• OpenTelemetry 0.16.0
• OpenTelemetry Java 0.16.0
• OpenTracing API 0.33.0
• opentracing-interceptors 0.1.3
• opentracing-jaxrs2 1.0.0
• OpenTracing-noop 0.33.0
• OpenTracing-util 0.33.0
• opentracing-web-servlet-filter 0.2.3
• OpenWS 1.2.2
• Oracle Database JDBC Drivers 12.2.0.1
• org-mozilla-rhino-patched RELEASE65
• org-netbeans-api-java-classpath RELEASE65
• org-netbeans-api-progress RELEASE67
• org-netbeans-api-xml RELEASE65
• org-netbeans-bootstrap RELEASE65
• org-netbeans-core RELEASE65
• org-netbeans-core-startup RELEASE65
• org-netbeans-modules-css-editor RELEASE65
• org-netbeans-modules-diff RELEASE65
• org-netbeans-modules-editor RELEASE65
• org-netbeans-modules-editor-bracesmatching RELEASE65
• org-netbeans-modules-editor-codetemplates RELEASE65
• org-netbeans-modules-editor-completion RELEASE65
• org-netbeans-modules-editor-deprecated-pre61completion RELEASE65
• org-netbeans-modules-editor-deprecated-pre61settings RELEASE65
• org-netbeans-modules-editor-errorstripe RELEASE65
• org-netbeans-modules-editor-errorstripe-api RELEASE67
• org-netbeans-modules-editor-fold RELEASE65
• org-netbeans-modules-editor-guards RELEASE65
• org-netbeans-modules-editor-highlights RELEASE65
• org-netbeans-modules-editor-indent RELEASE65
• org-netbeans-modules-editor-kit RELEASE65
• org-netbeans-modules-editor-lib RELEASE65
• org-netbeans-modules-editor-lib2 RELEASE65
• org-netbeans-modules-editor-mimelookup RELEASE65
• org-netbeans-modules-editor-mimelookup-impl RELEASE65
• org-netbeans-modules-editor-plain RELEASE67
• org-netbeans-modules-editor-plain-lib RELEASE67
• org-netbeans-modules-editor-settings RELEASE65
• org-netbeans-modules-editor-settings-storage RELEASE65
• org-netbeans-modules-editor-structure RELEASE65
• org-netbeans-modules-editor-util RELEASE65
• org-netbeans-modules-extbrowser RELEASE65
• org-netbeans-modules-gsf RELEASE65
• org-netbeans-modules-gsf-api RELEASE65
• org-netbeans-modules-gsfpath-api RELEASE65
• org-netbeans-modules-html RELEASE65
• org-netbeans-modules-html-editor RELEASE65
• org-netbeans-modules-html-editor-lib RELEASE65
• org-netbeans-modules-html-lexer RELEASE65
• org-netbeans-modules-javascript-editing RELEASE65
• org-netbeans-modules-javascript-hints RELEASE65
• org-netbeans-modules-javascript-kit RELEASE65
• org-netbeans-modules-javascript-refactoring RELEASE65
• org-netbeans-modules-lexer RELEASE65
• org-netbeans-modules-lexer-editorbridge RELEASE65
• org-netbeans-modules-lexer-nbbridge RELEASE67
• org-netbeans-modules-masterfs RELEASE65
• org-netbeans-modules-options-api RELEASE65
• org-netbeans-modules-project-libraries RELEASE65
• org-netbeans-modules-projectapi RELEASE65
• org-netbeans-modules-projectuiapi RELEASE65
• org-netbeans-modules-queries RELEASE65
• org-netbeans-modules-refactoring-api RELEASE65
• org-netbeans-modules-xml RELEASE65
• org-netbeans-modules-xml-core RELEASE65
• org-netbeans-modules-xml-lexer RELEASE65
• org-netbeans-modules-xml-text RELEASE65
• org-netbeans-spi-editor-hints RELEASE65
• org-netbeans-spi-navigator RELEASE65
• org-netbeans-spi-palette RELEASE65
• org-openide-actions RELEASE65
• org-openide-awt RELEASE65
• org-openide-dialogs RELEASE65
• org-openide-explorer RELEASE65
• org-openide-filesystems RELEASE65
• org-openide-loaders RELEASE65
• org-openide-modules RELEASE65
• org-openide-nodes RELEASE65
• org-openide-options RELEASE65
• org-openide-text RELEASE65
• org-openide-util RELEASE65
• org-openide-windows RELEASE65
• org.apache.xmlgraphics:batik-constants 1.14
• org.apache.xmlgraphics:batik-i18n 1.14
• org.apache.xmlgraphics:batik-shared-resources 1.14
• org.apache.xmlgraphics:batik-svgrasterizer 1.14
• org.eclipse.yasson 1.0.5
• org.glassfish.jakarta.enterprise.concurrent 1.1.1
• org.glassfish.javax.enterprise.concurrent 1.0
• OSGi resource locator bundle - プロバイダを見つけるために META-INF/サービス メカニズムに依存するさまざまな

API プロバイダによって使用されます。 1.0.1
• OWASP Java HTML Sanitizer release-20191001.1
• OWNER 1.0.6
• p6spy 1.3
• pac4j core 1.8.3
• pac4j core 2.2.1
• pac4j for CAS protocol 1.8.3
• pac4j for CAS protocol 2.2.1
• pac4j for OAuth protocol 1.8.3
• pac4j for OAuth protocol 2.2.1
• ParaNamer Core 2.8
• pbandk-protos 0.10.0
• Picketbox 5.0.2.Final
• Picketbox 5.0.3.Final
• Picketbox Commons 1.0.0.final
• PicketBox Identity Implementation 5.0.3.Final
• PicketBox Identity SPI 5.0.0.Alpha1
• PicketBox Identity SPI 5.0.3.Final
• Picketbox Infinispan 5.0.3.Final
• PicketLink API 2.5.5.SP12
• PicketLink Common 2.5.5.SP12
• PicketLink Config 2.5.5.SP12
• PicketLink Distribution - WildFly8 2.5.5.SP12
• PicketLink Federation Core 2.5.5.SP12
• PicketLink Federation XML Security Model 2.0.1.1.final
• PicketLink Identity Management - Simple JPA Entity Model 2.5.5.SP12
• PicketLink Identity Management Implementation 2.5.5.SP12
• PicketLink IDM API 2.5.5.SP12
• PicketLink Main Implementation 2.5.5.SP12
• picketlink-idm-simple-schema 2.7.1
• PMD - pmd-bluej 1.0
• portapps/oracle-jdk-portable 8u231-10
• PostgreSQL JDBC Driver （pgjdbc） REL42.2.20
• processing-py 0.1.3
• procyon-compilertools 0.5.27
• procyon-core 0.5.33
• Prometheus Java Simpleclient 0.10.0
• Prometheus Java Simpleclient Common 0.10.0
• Prometheus Java Simpleclient Httpserver 0.10.0
• Protocol Buffer Java API 3.11.0
• Protocol Buffer Java API 3.15.6
• ProtoStream serializers for protobuf 3.0.6.Final
• ProtoStream serializers for protobuf 4.3.5.Final
• Prowide Core SRU2018-7.10.3
• QDox 1.6.2
• qpid-proton 0.33.2
• Quartz Enterprise Job Scheduler 1.6.5
• re2j 1.2
• reactive-streams 1.0.1
• reactive-streams v1.0.3
• reflections 0.9.10
• reflections 0.9.11
• RelaxNG Datatype 2.3.3-b02
• relaxngDatatype 2011.1
• remoting-jmx 3.0.4.Final
• resolver 2.9.1
• REST-AT Integration 5.10.6.Final
• RESTEasy 3.15.1.Final-redhat-00001
• Resteasy Atom Provider 3.15.1.Final
• RESTEasy CDI integration module 3.15.1.Final
• RESTEasy Crypto 3.15.1.Final
• Resteasy Jackson Provider 3.15.1.Final
• RESTEasy JAX-RS Client 3.15.1.Final
• RESTEasy JAX-RS Client Microprofile 3.15.1.Final
• RESTEasy JAX-RS Client Microprofile Base classes 3.15.1.Final
• RESTEasy JAX-RS JSAPI 3.15.1.Final
• Resteasy Jettison Provider 3.15.1.Final
• Resteasy JOSE JWT 3.15.1.Final
• RESTEasy JSON-Binding Provider 3.15.1.Final
• Resteasy JSON-P EE7 Provider 3.15.1.Final
• Resteasy Multipart Provider 3.15.1.Final
• RESTEasy RxJava 2 integration 3.15.1.Final
• Resteasy Spring integration 3.15.1.Final
• RESTEasy Validator Provider 3.15.1.Final
• Resteasy YAML Provider 3.15.1.Final
• RESTful API for Atomic Transactions 5.10.6.Final
• Revivius/nb-darcula 20170730-snapshot-d00114bf
• ribbon 2.2.2
• ribbon-core 2.2.2
• ribbon-loadbalancer 2.2.2
• ribbon-transport 2.2.2
• river 2.0.11.Final
• river 2.0.7.Final
• RNGOM 2.3.3-b02
• RRD4J 3.5
• RSyntaxTextArea UI 2.5.7
• RText 2.5.3
• RxJava 1.1.10
• rxjava 2.2.20
• RxJava 3.0.9
• rxnetty 0.4.9
• rxnetty-contexts 0.4.9
• rxnetty-servo 0.4.9
• saaj-impl 1.4.1.SP1
• saxon 9
• saxon9 4.1.0.16076
• scaffolding-core 1.1.1
• Scala 2.12.4
• Scala 2.12.8
• scala-asm 5.2.0-scala-2
• scala-common 0.5.60
• scala-compiler 2.12.4
• scala-java8-compat 0.8.0
• scala-xml 1.0.6
• scalap 2.10.0-RC3
• scopt 3.7.0
• ScribeJava APIs 3.3.0
• ScribeJava Core 3.3.0
• semanticdbScalacPlugin 4.0.0
• SendGrid 4.7.4
• ServiceLocator Default Implementation 2.5.0-b32
• servo-core 0.10.1
• servo-internal 0.10.1
• Simple Logging Facade for Java （SLF4J） 1.7.26
• Sitemesh 2.4
• SLF4J API Module 1.5.8
• SLF4J API Module 1.7.26
• SLF4J API Module 1.7.30
• SLF4J LOG4J-12 Binding 1.5.8
• SLF4J LOG4J-12 Binding 1.7.26
• SLF4J LOG4J-12 Binding 1.7.5
• SLF4J Simple Binding 1.7.12
• slf4j-jboss-logmanager 1.1.0.Final
• SmallRye Common： Annotations 1.5.0
• SmallRye Common： Classloader 1.5.0
• SmallRye Common： Constraints 1.5.0
• SmallRye Common： Expressions 1.5.0
• SmallRye Common： Functions 1.5.0
• SmallRye Fault Tolerance： API 5.0.0
• SmallRye Fault Tolerance： Core 5.0.0
• SmallRye Metrics external API 3.0.1
• SmallRye Mutiny 0.14.0
• SmallRye Mutiny - MicroProfile Reactive Streams Operators Implementation 0.14.0
• SmallRye Mutiny - Runtime Helpers 2.1.1
• SmallRye Mutiny - Vert.x Core 2.1.1
• SmallRye Mutiny - Vert.x Kafka Client 2.1.1
• SmallRye Reactive Messaging API 3.0.0
• smallrye-opentracing 2.0.0
• smallrye-reactive-converter-api 2.1.1
• smallrye-reactive-messaging-kafka 3.0.0
• smallrye-reactive-messaging-provider 3.0.0
• SmallRye： Common classes 2.0.2
• SmallRye： FileSystem ConfigSource 2.0.2
• SmallRye： MicroProfile Config Core Implementation 2.0.2
• SmallRye： MicroProfile Config Implementation 2.0.2
• SmallRye： MicroProfile Fault Tolerance Implementation 5.0.0
• SmallRye： MicroProfile Health Implementation 3.0.0
• SmallRye： MicroProfile JWT CDI Extension Implementation 3.0.0
• SmallRye： MicroProfile JWT HTTP Mechanism Implementation 3.0.0
• SmallRye： MicroProfile JWT Implementation 3.0.0
• SmallRye： MicroProfile JWT Implementation Common 3.0.0
• SmallRye： MicroProfile Metrics Implementation 3.0.1
• SmallRye： MicroProfile OpenAPI Core 2.1.2
• SmallRye: MicroProfile OpenAPI JAX-RS extension 2.1.2
• SnakeYAML 1.26
• SnakeYAML 1.28
• snappy-java 1.1.7.6
• SNMP4J 1.11.3
• Soteria 1.0-b07 Java EE Security RI 1.0.0.redhat-1
• Soteria Reference Implementation 1.0.1
• Spatial4j 0.7
• spi 0.2.4
• splunk 1.5.0.0
• Spring Boot 1.5.15.RELEASE
• Spring Boot 1.5.21.RELEASE
• Spring Boot 1.5.22.RELEASE
• Spring Cloud Commons 1.2.0.RELEASE
• Spring Cloud Context 1.2.0.RELEASE
• Spring Cloud Netflix Core 1.3.0.RELEASE
• Spring Framework 4.3.20.RELEASE
• Spring Framework 4.3.22.RELEASE
• Spring HATEOAS 0.24.0.RELEASE
• Spring LDAP 2.3.2.RELEASE
• Spring Security 4.2.13
• Spring Security REST Plugin 2.0.0.M2
• Spring Security REST Plugin 2.0.0.RC1
• Spring TestContext Framework 4.3.22.RELEASE
• Spring Transaction 4.3.20.RELEASE
• Spring Transaction 4.3.22.RELEASE
• spring-boot-actuator 1.5.15.RELEASE
• spring-boot-actuator 1.5.21.RELEASE
• spring-boot-actuator 1.5.22.RELEASE
• spring-cloud-starter 1.2.0.RELEASE
• spring-cloud-starter-archaius 1.3.0.RELEASE
• spring-cloud-starter-hystrix 1.3.0.RELEASE
• spring-cloud-starter-ribbon 1.3.0.RELEASE
• spring-cloud-starter-zuul 1.0.4.RELEASE
• spring-context-velocity 1.4.3.18.RELEASE
• spring-security-rsa 1.0.3
• square-retrofit 1.6.1
• square-retrofit 1.9.0
• StAX 1.0.1
• StAX Mapper 1.3.0.Final
• stax-ex 1.8.3
• Stax2 API 2.1
• Stax2 API 3.1.4
• Stax2 API 4.0.0
• Stax2 API 4.2.1
• Streaming API for XML （STAX API 1.0） 1.0.1
• Support utils for using the REST-AT 5.10.6.Final
• swagger-compat-spec-parser 1.0.36
• swagger-core 1.3.0
• swagger-core 1.5.20
• swagger-core 2.0.1
• swagger-jaxrs 1.3.0
• swagger-jaxrs 1.5.20
• swagger-jaxrs 1.5.21
• swagger-jaxrs 1.5.8
• swagger-jersey-jaxrs 1.3.0
• swagger-jersey-jaxrs 1.5.8
• swagger-models 1.5.20
• swagger-models 2.0.1
• swagger-parser 1.0.36
• swagger-parser 2.0.1
• swagger-parser-v2-converter 2.0.1
• swagger-parser-v3 2.0.1
• Swing Layout Extensions 1.0.3
• swingx 1.6.4
• SwingX AutoComplete 1.6.5-1
• SwingX Commons 1.6.4
• SwingX Core 1.6.4
• SwingX Graphics 1.6.4
• SwingX Painter Support 1.6.4
• syaml 0.7.240
• t-digest 3.1
• TopBraid SHACL API 1.2.0-INTERNAL
• Tracer resolver 0.1.8
• Trilead SSH2 Library build213
• twitter4j 4.0.7
• txframework 5.10.6.Final
• txw2 20110809
• TXW2 Runtime 2.3.3-b02
• Tycho org.eclipse.jdt.compiler.apt dependency （Incubation） 1.2.100.v20160418-1457
• Type arithmetic library for Java5 1.4
• UDDI4J 2.0.5
• ui-router 1.0.29
• Undertow Core 2.0.30.Final
• Undertow Core 2.2.5.Final
• Undertow Examples 15.0.1.Final
• Undertow Javascript API 1.0.2.Final
• Undertow Servlet 2.2.5.Final
• Undertow to JAXWS 2.2 HTTP SPI bridge 1.0.1.Final
• Undertow WebSockets JSR356 implementations 2.2.5.Final
• uri-template 0.9
• User Agent Parser for Java 1.4.3
• VDX Core 1.1.6
• VDX WildFly 1.1.6
• vert.x 4.0.2
• Vert.x Kafka Client 4.0.2
• views-core 1.2.9
• views-json 1.2.9
• vrl 0.4.3.1.0
• webapi-parser 0.2.0
• webauthn4j-core 0.12.0.RELEASE
• webauthn4j-util 0.12.0.RELEASE
• WebSocket API 1.0
• WebSocket API 2.0.0.Final
• WebSocket server API 1.1.2
• Weld Core 3.1.6.Final
• Weld EJB 3.1.6.Final
• Weld JSF 3.1.6.Final
• Weld JTA 3.1.6.Final
• Weld Parent 3.1.SP3
• Weld SPIs for container integration 3.1.SP3
• Weld Web 3.1.6.Final
• WildFly 23.0.2
• WildFly Client Configuration 1.0.0.Final
• WildFly Client Configuration 1.0.1.Final
• Wildfly EJB Client HTTP invocation support 1.1.5.Final
• WildFly Elytron 1.11.2.Final
• WildFly Elytron 1.15.3.Final
• WildFly Elytron - ASN.1 1.15.3.Final
• WildFly Elytron - Audit Logging 1.14.1.Final-redhat-00001
• WildFly Elytron - Audit Logging 1.15.3.Final
• WildFly Elytron - Audit Logging 1.15.3.Final-redhat-00001
• WildFly Elytron - Auth 1.15.3.Final
• WildFly Elytron - Auth Server 1.13.0.Final
• WildFly Elytron - Auth Server 1.14.1.Final-redhat-00001
• WildFly Elytron - Auth Server 1.15.3.Final
• WildFly Elytron - Auth Server 1.15.3.Final-redhat-00001
• WildFly Elytron - Auth Server Deprecated 1.15.3.Final
• WildFly Elytron - Auth Server HTTP 1.10.10.Final-redhat-00001
• WildFly Elytron - Auth Server HTTP 1.15.3.Final
• WildFly Elytron - Auth Server HTTP 1.15.3.Final-redhat-00001
• WildFly Elytron - Auth Server SASL 1.15.3.Final
• WildFly Elytron - Auth Server SASL 1.15.3.Final-redhat-00001
• WildFly Elytron - Auth Util 1.15.3.Final
• WildFly Elytron - Base 1.15.3.Final
• WildFly Elytron - Client 1.12.1.Final
• WildFly Elytron - Client 1.15.3.Final
• WildFly Elytron - Client 1.15.3.Final-redhat-00001
• WildFly Elytron - Credential 1.15.3.Final
• WildFly Elytron - Credential Source Deprecated 1.15.3.Final
• WildFly Elytron - Credential Source Implementation 1.15.3.Final
• WildFly Elytron - Credential Store 1.12.1.Final
• WildFly Elytron - Credential Store 1.15.3.Final
• WildFly Elytron - Digest 1.15.3.Final
• WildFly Elytron - Encryption 1.15.3.Final
• WildFly Elytron - Encryption 1.15.3.Final-redhat-00001
• WildFly Elytron - HTTP 1.15.3.Final
• WildFly Elytron - HTTP Basic 1.10.6.Final
• WildFly Elytron - HTTP Basic 1.15.3.Final
• WildFly Elytron - HTTP Basic 1.15.3.Final-redhat-00001
• WildFly Elytron - HTTP Bearer 1.15.3.Final
• WildFly Elytron - HTTP Cert 1.10.9.Final-redhat-00001
• WildFly Elytron - HTTP Cert 1.15.3.Final
• WildFly Elytron - HTTP Cert 1.15.3.Final-redhat-00001
• WildFly Elytron - HTTP DIGEST 1.15.3.Final
• WildFly Elytron - HTTP External 1.15.3.Final
• WildFly Elytron - HTTP SPNEGO 1.10.4.Final
• WildFly Elytron - HTTP SPNEGO 1.15.3.Final
• WildFly Elytron - HTTP SPNEGO 1.15.3.Final-redhat-00001
• WildFly Elytron - HTTP SSO 1.14.1.Final-redhat-00001
• WildFly Elytron - HTTP SSO 1.15.3.Final
• WildFly Elytron - HTTP SSO 1.15.3.Final-redhat-00001
• WildFly Elytron - HTTP Util 1.15.3.Final
• WildFly Elytron - JACC 1.12.1.Final
• WildFly Elytron - JACC 1.15.3.Final
• WildFly Elytron - JASPI 1.12.1.Final
• WildFly Elytron - JASPI 1.15.3.Final
• WildFly Elytron - JSON Utility Classes 1.15.3.Final
• WildFly Elytron - JWT 1.15.3.Final
• WildFly Elytron - Mechanism 1.12.1.Final
• WildFly Elytron - Mechanism 1.15.3.Final
• WildFly Elytron - Mechanism Digest 1.15.3.Final
• WildFly Elytron - Mechanism GSSAPI 1.15.3.Final
• WildFly Elytron - Mechanism GSSAPI 1.15.3.Final-redhat-00001
• WildFly Elytron - Mechanism Http 1.10.13.Final-redhat-00001
• WildFly Elytron - Mechanism Http 1.15.3.Final
• WildFly Elytron - Mechanism Http 1.15.3.Final-redhat-00001
• WildFly Elytron - Mechanism OAuth2 1.15.3.Final
• WildFly Elytron - Mechanism SCRAM 1.15.3.Final
• WildFly Elytron - Password Implementation 1.15.3.Final
• WildFly Elytron - Password Implementation 1.15.3.Final-redhat-00001
• WildFly Elytron - Permission 1.12.1.Final
• WildFly Elytron - Permission 1.15.3.Final
• WildFly Elytron - Provider Util 1.10.13.Final-redhat-00001
• WildFly Elytron - Provider Util 1.15.3.Final
• WildFly Elytron - Realm JDBC 1.12.1.Final
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製品のアクセシビリティ機能
CA Technologies は、能力に関係なくすべてのお客様がその製品を正常に使用できるようにして、重要なビジネス業務を
遂行するためのドキュメントをサポートするように取り組んでいます。
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はじめに

世界中に分散した組織でアプリケーション アーキテクチャの複雑化が進むにつれて、開発およびテスト チームはソフト
ウェアのデリバリに向けて作業中に多数のボトルネックや制約に直面します。これらの制約には、メインフレームのパー
ティションや ERP システムにアクセスできないことや、テスト データを利用できないこと、高価なサードパーティ シ
ステムなどがあります。複数の開発チームが並行して作業し、同じ環境にアクセスする場合は、さらに多くの制約が発生
します。

DevTest フレームワークは、これらの制約を解消し、開発およびテスト サイクルを短縮するソリューションを提供し
て、市場投入までの時間の短縮、アプリケーション品質の向上、インフラストラクチャ費用の削減、リスクの軽減を実現
します。開発者、テスター、統合、およびパフォーマンスのチームは並行して作業して、デリバリまでの時間を短縮し、
アプリケーションの品質と信頼性を高めることができます。Service Virtualization を使用すると、ソフトウェアのリリー
ス サイクルを加速し、品質を高めて、ソフトウェア テスト環境のインフラストラクチャ コストを削減することができま
す。つまり、DevTest Solutions は、ビジネス上の価値の継続的な実現を伴う「シフトレフト」の変革をもたらします。

DevTest Solutions がアジャイル対応の環境で高度なコラボレーションの機会を提供し、強力で効率的な開発およびテス
ト チームを構築できるようにする方法の概要については、以下の短いビデオをご覧ください。

DevTest Solutions フレームワークは、Service Virtualization と Application Test で構成されます。

Figure 1: DevTest_Framework

Application Test

• 分散アプリケーション アーキテクチャに対する自動テスト ソリューションを提供します。
• 製品チームが、分散アーキテクチャの複数レイヤに対して自動化されたユニット テスト、機能テスト、レグレッショ
ン テスト、負荷テスト、パフォーマンス テストを設計および実行できるようにします。

• UI レイヤでの自動テスト、およびビジネス ロジックおよびデータをアプリケーションに提供する UI の背後にある
ヘッドレス サービスに対する自動テストを可能にします。
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サービス仮想化

• 使用できないシステムまたは依存システムをモデリングおよびシミュレートすることにより、SDLC 全体での制約を
取り除きます。

• 開発およびテストの同時進行によってサイクル タイムを短縮し、早期の問題検出および IT 生産性の向上を実現しま
す。

• ラボのインフラストラクチャとソフトウェアの需要を軽減し、コストを回避し、設定の工数を削減します。
• 早期段階での品質確保（Shifts quality left）によるパフォーマンス向上およびリスクの削減。

このセクションには、 ポータルの概要、DevTest Solutions の機能領域ごとのチュートリアル、および用語集が含まれて
います。

継続的デリバリのエコシステムのロール
CA では、完全な継続的デリバリのエコシステムを作成する、統合ソフトウェア計画、開発、テスト、および配信用の
ツールのコレクションを提供します。このエコシステムは、これらの新しい需要の複雑さと障害を克服するために役立
ち、コストを削減、リスクを低減して、迅速に顧客にイノベーションを提供します。これらのツール間の戦略的な統合ポ
イントは、ソフトウェア開発のライフサイクル全体を、エンドツーエンドで管理するのに役立ちます。

DevTest Solutions はエコシステムの製品の 1 つです。DevTest Solutions は、以下のように他の製品と統合されます。

• Application Test と Agile Central
Agile Central で、Application Test で作成したテスト ケースを表示および管理できます。

• Application Test と Agile Requirements Designer
Application Test の既存のテストを Agile Requirements Designer にインポートできます。

• Agile Requirements Designer と Service Virtualization
サービス仮想化のための豊富なデータを生成できます。

• Test Data Manager と Service Virtualization
効果的なサービス仮想化の考えられるシナリオの全範囲をカバーする、現実的な仮想データを生成できます。

• API Management と Service Virtualization
API Gateway によって管理される API の要求と応答データをキャプチャできます。

• Automic Release Automation と Service Virtualization
展開プロセスの一部として、Automic Release Automation から仮想サービスを展開、開始、および停止できます。

以下のビデオでは、継続的なデリバリ エコシステムの製品の連携を示します。

  

  

  

DevTest ポータル
ポータルは、 製品で最もよく使用されるワークフローへのアクセスを簡単にする Web ベースのアプリケーションで
す。 は上級ユーザ向けのメイン アプリケーションであり、 製品の内部で使用できるすべての機能が含まれています。

このページでは、 ポータルで使用可能な機能について説明します。概要については、「DevTest ポータルの機能」を参
照してください。

このページでは、［すべてのリソース］ウィンドウおよびプロジェクトとタブの管理方法についても説明します。

ポータルを開く

Web ブラウザから  ポータルを開きます。
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NOTE
実行している必要のあるサーバ コンポーネントについては、「DevTest のインストールの確認」を参照してく
ださい。

発生する可能性のあるエラー メッセージの 1 つでは、ユーザを認証することができず、レジストリ サービスが実行中で
あることを確認する必要があることが示されます。このようなメッセージが表示され、レジストリ サービスが実行中の
場合、低速なネットワークが原因である可能性があります。ネットワークのパフォーマンス障害を分析してください。

以下の手順に従います。

1. 以下のアクションのいずれかを完了します。
– サポートされているブラウザを開き、「http://localhost:1507/devtest」を入力します。
レジストリがリモート コンピュータ上にある場合は、localhost をそのリモート コンピュータの名前または IP ア
ドレスに置き換えます。
ポート番号がデフォルト値の 1507 から変更されている場合は、新しいポート番号を使用します。

– から［表示］-［DevTest ポータル］を選択します。
2. ユーザ名とパスワードを入力します。
3. ［ログイン］をクリックします。

ポータルのナビゲート

ログインすると、 ポータルには、ヘッダ領域、ナビゲーション メニュー、ホーム ページが表示されます。

以下の図は、 これらのコンポーネントを示しています。
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ナビゲーション メニュー

ナビゲーション メニューは左側に表示されます。

ヘッダ領域の左側にあるアイコンを使用して、ナビゲーション メニューの折りたたみ、非表示、およびリストアを実行
できます。

ナビゲーション メニューには、以下のセクションが含まれます。

• ホーム
ホーム ページを表示します。

• 作成
API テストと仮想サービスを作成します。
– API テスト
– 仮想サービス
– Copybook バンドル

TIP
アーティファクトを作成すると、それは［現在のプロジェクト］ドロップダウンに表示されるプロジェクト
に保存されます。作成する前に、別のプロジェクトを選択できます。

• 管理
API テスト、テスト ケース、テスト スイート、仮想サービスを管理します。
– すべてのリソース
– API テスト
– テスト
– Test Suites
– 仮想サービス
– Copybook バンドル
– データ セット

TIP
アーティファクトを管理するときは、それを［現在のプロジェクト］ドロップダウンに表示されているプロ
ジェクトから選択します。別のプロジェクトを選択できます。

• モニタ
テストおよび仮想サービスをモニタします。
– テスト
– 仮想サービス環境
– サーバ稼働状況
– CVS

• Application Insight
Application Insight 機能を使用して、トランザクションを分析およびドキュメント化します。チケットを管理すること
もできます。
– Analyze Transactions
– Document Transactions
– Manage Tickets

• レポート
レポートを表示およびフィルタします。
– CAI トップ N およびメトリック (CAI)
– Testing （テスト）
– 仮想サービス メトリック (VSE)
– 環境管理

• 設定
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エージェントおよびアクセス制御を設定します。
– エージェント
– Access Control

• ロール
• ユーザ
• リソース グループ
• リソース

ホーム ページ

ホーム ページには、アプリケーションのアクティビティをモニタできるポートレットのダッシュボードが含まれていま
す。それぞれのポートレットには、手動でリフレッシュできる  コンポーネントの情報が表示されます。

NOTE
［はじめに］リンクを初めてクリックすると、ログイン ダイアログ ボックスが表示されます。ドキュメントを
表示するログインは、 ポータル上のセッション終了まで持続します。

ダッシュボードには、以下のポートレットが含まれています。

• はじめに
ポータルの主要な機能について説明するドキュメント ページへのリンクが表示されます。

• Quick Links
ポータルの主な機能へのリンクを表示します。

• ヘルプ
コミュニティに質問し、問題をレポートするための、 ドキュメントへのリンクが表示されます。

• 仮想サービス： Current Status
現在のトランザクション数の合計、展開されている仮想サービスの数、および記録されている仮想サービスの数が表
示されます。

• テスト： Current Status
利用可能なテスト結果が表示されます。［詳細表示...］をクリックすると、［テスト モニタ］ウィンドウに移動しま
す。

• エージェント： Current Status
エージェントのステータスが表示されます。エージェント名または［詳細表示...］を選択すると、［エージェン
ト］ウィンドウのエージェント管理操作に移動します。現在のエージェント情報を表示するには、手動でポートレッ
トをリフレッシュします。

• New Ticket Alerts
新しいチケットのリストと、新しいチケット、識別済みチケット、およびクローズされたチケットの数が表示され
ます。チケットの名前、日付、および時間が、リストに表示されます。［新規］、［識別済み］、または［クロー
ズ］のチケットを選択すると、［チケットの管理］ウィンドウに移動します。［チケットの管理］ウィンドウでは、
チケットを表示し、既存のチケットを更新し、チケットのリストを表示し、Application Insight データベース内のチ
ケットを検索することができます。

• Path Alerts
例外フラグが設定されたパスのリストが表示されます。パスを選択すると、［トランザクションの分析］ウィンドウ
に移動します。
チケットを作成するには、［チケットの作成］

をクリックし、フィールド オプションを入力するか選択して、［送信］をクリックします。チケットは、［チケット
の管理］ウィンドウと、［ホーム］ページの［新しいチケット アラート］ペインに表示されます。

• Points of Interest
固定されたトランザクションのリストが表示されます。［ポイント オブ インタレスト］のリストにある名前を選択す
ると、［トランザクションの分析］ウィンドウに移動します。
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［すべてのリソース］ウィンドウ

［管理］-［すべてのリソース］ウィンドウでは、複数のプロジェクトとそのリソースを管理できます。以下のリソース
が使用できます。

• API テスト
• テスト ケース
• テスト スイート
• 仮想サービス
• Copybook バンドル
• データ セット

リソースはテーブルに表示されます。

列を表示/非表示にすることができます。デフォルトでは、［最終更新日］列のみが非表示になっています。

1 ページあたりのリソースの数を変更できます。デフォルト設定は、10 個のリソースです。

1 つのタイプのリソースのみを表示するには、左ナビゲーション メニューで［すべてのリソース］の下のリソース タイ
プをクリックします。各リソース タイプが新しいタブで表示されます。

プロジェクトの管理

ポータルからプロジェクトを管理できます。

プロジェクトを追加する方法

1. ［プロジェクトの管理］

をクリックします。
［プロジェクトの管理］ウィンドウが表示されます。

2. ［プロジェクトの追加］をクリックします。
3. プロジェクト名を入力します。
4. （オプション）説明を入力します。
5. ［OK］をクリックします。

プロジェクトを削除する方法

1. ［プロジェクトの管

理］
をクリックします。
［プロジェクトの管理］ウィンドウが表示されます。

2. 削除するプロジェクトの隣にある［削除］

をクリックします。
3. ［はい］をクリックします。

TIP
複数のプロジェクトを同時に削除するには、複数のプロジェクトを選択し、［プロジェクトの削除］をク
リックします。
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プロジェクトをコピーする方法

1. ［プロジェクトの管

理］
をクリックします。
［プロジェクトの管理］ウィンドウが表示されます。

2. コピーするプロジェクトの隣にある［コピー］

をクリックします。
3. プロジェクト名を更新します。
4. ［OK］をクリックします。

プロジェクトの名前を変更または説明を更新する方法

1. ［プロジェクトの管

理］
をクリックします。
［プロジェクトの管理］ウィンドウが表示されます。

2. 更新するプロジェクトの隣にある［名前の変更］

をクリックします。
3. プロジェクトの名前または説明を更新します。
4. ［OK］をクリックします。

MAR ファイルのコンテンツをプロジェクトにアップロードする方法

1. ［プロジェクトの管

理］
をクリックします。
［プロジェクトの管理］ウィンドウが表示されます。

2. 更新するプロジェクトの隣にある［アーカイブをプロジェクトにアップロード］

をクリックします。
3. MAR ファイルをドラッグ アンド ドロップするか、［MAR をアップロード

］
をクリックして MAR ファイルを選択します。

4. （オプション）［競合するファイルを強制的にマージ］チェック ボックスを選択し、インポートされた MAR ファイ
ルからのファイルが重複している場合は、プロジェクトにすでに存在する同じ名前のファイルが上書きされることを
示します。

5. ［OK］をクリックします。
6. ウィンドウに、アップロードに失敗したすべてのリソースのリストが表示されます。

NOTE
一度に 1 つの MAR ファイルを選択およびアップロードできます。間違った MAR ファイルをアップロード
した場合は、それを削除し、正しいファイルを選択します。

MAR をプロジェクトにアップロードする際、MAR 内のどの  プロジェクト フォルダにも属さないエントリが MAR
に含まれていた場合、使用不可のファイルとみなされ、アップロードされません。
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タブの管理

複数のタブは、表示順を変更したり、閉じたりすることで管理可能です。［ホーム］タブしか開いていない場合は閉じる
ことはできません。すべてのタブを閉じると、［ホーム］タブが開きます。

タブを閉じる際に以下のオプションを使用できます。

• タブを閉じる
このオプションは選択されたタブを閉じます。

• その他のすべてのタブを閉じる
このオプションはその他のすべてのタブを閉じます。

• 右側のタブを全て閉じる
このオプションは選択されたタブの右側のタブを閉じます。

以下の手順に従います。

1. タブを移動するには、タブを新しい場所にドラッグ アンド ドロップします。
2. タブを閉じるには、タブを右クリックし、オプションを選択します。

ホーム ページ ダッシュ ボードのカスタマイズ
ポートレットのレイアウト変更、サイズ変更、削除、追加により、ホーム ページのダッシュ ボードをカスタマイズでき
ます。ポートレットのタイトルおよびテスト フィルタ オプションは編集することができます。

以下の手順に従います。

1. ［ホーム］タブに移動します。
2. レイアウトを変更するには、［編集モードの有効化］

をクリックし、［場所の変更］

をクリックし、ポートレットを選択してドラッグ アンド ドロップによって目的の場所に移動させます。
3. タイトルを変更するには、［設定］

をクリックして、タイトルを入力し、［保存］をクリックします。
4. （オプション）［テスト： 現在のステータス］ポートレットのフィルタ オプションを変更するには、［実行者］ド
ロップダウンからユーザ ID を選択するか、タイムフレームのドロップダウンからタイムフレームを選択し、［保
存］をクリックして［閉じる］をクリックします。

5. ポートレットを削除するには、［ダッシュボード コンテンツの追加または削除］

をポイントし、対象のチェック ボックスをオフにするか、またはポートレットの［X］をクリックします。
6. ポートレットを追加するには、［ダッシュボード コンテンツの追加または削除］

をポイントし、チェック ボックスをオンにします。
7. ポップアップの外側をポイントしてポップアップを閉じます。
8. デフォルトのレイアウトに戻すには、［デフォルト設定にリセットします］

をクリックします。
9. 変更を取り消すには、［変更元に戻す］

をクリックします。
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10.変更を保存するには、［変更の保存］

をクリックします。

環境設定の更新
［環境設定］ダイアログ ボックスから環境設定を設定し、ヘルプ ヒントを表示して、デフォルト言語を選択することが
できます。このダイアログ ボックスには、 ポータル内のユーザ名の隣にある下向き矢印をクリックしてアクセスしま
す。

パスワードの変更

以下の手順に従います。

1. 下向きの矢印のドロップダウン リストから［パスワードの設定］を選択します。
2. 古いパスワードと新しいパスワードを入力します。
3. ［保存］をクリックします。

ヘルプ ヒントの有効化および無効化

ポータルでは、主要タスクを実行する方法に関するヒントが提供されます。ヘルプ ヒントは、有効化および無効化でき
ます。

以下の手順に従います。

1. 下向きの矢印のドロップダウン リストから［環境設定］を選択します。
2. ヘルプのヒントを有効にするには、［初回ユーザに対するヘルプの有効化］チェック ボックスをオンにし
て、［OK］をクリックします。

3. ヘルプのヒントを無効にするには、以下の手順のいずれかを実行します。
– ［環境設定］ダイアログ ボックスで、［初回ユーザに対するヘルプの有効化］チェック ボックスをオフにし
て、［OK］をクリックします。

– ヘルプのヒントで［X］をクリックし、［はい］を選択してすべてのヘルプのヒントを削除します。
– ヘルプのヒントで［X］をクリックし、［いいえ］を選択して個々のヘルプのヒントを削除します。

デフォルト言語の選択

ポータルでは、ポータルのデフォルトの言語とデフォルトのプロジェクトを選択することができます。

NOTE
自動翻訳機能を備えたブラウザを使用する場合は、［環境設定］ダイアログ ボックスで言語を設定する必要が
あります。

以下の手順に従います。

1. 下向きの矢印のドロップダウン リストから［環境設定］を選択します。
2. ［言語］ドロップダウン リストから言語を選択します。
3. ［OK］をクリックします。

Application Test のチュートリアル
このセクションには、Application Test のさまざまな側面について説明する一連のチュートリアルが含まれます。チュー
トリアルはシーケンシャルです。これらは提示された順番で実行してください。
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最初のいくつかのチュートリアルでは、 を使用して簡単なテスト ケースを作成する方法について説明します。プロジェ
クト、プロパティ、データ セット、フィルタ、およびアサーションなどの基本概念を理解できます。

その後のチュートリアルでは、テスト ステップを設定し、いくつかの一般的なテクノロジを使用した作業や、それらを
テストする方法について詳しく説明します。これらのテクノロジには、Java オブジェクト、Web ページ、Enterprise
JavaBeans （EJB）、Web サービス、およびデータベースが含まれます。また、クイック テストをステージングする方
法についても学習します。

チュートリアルを実行するには、 のインストールおよびレジストリへのアクセスが必要です。

いくつかのチュートリアルでは、テスト用のシステムとしてデモ サーバを使用します。デモ サーバのインストールの詳
細については、「インストール」を参照してください。

チュートリアル 1 - プロジェクト、テスト ケース、およびプロパティ
内容

チュートリアルのタスク

このチュートリアルでは、以下のことを行います。

• プロジェクトの作成
• テスト ケースの作成
• プロパティの追加
• 簡単なテスト ステップの追加
• 対話型テスト ラン（ITR）ユーティリティの使用

前提条件

• がインストールされていて、 ライセンス認証情報が入力されている。
• 「用語集」を確認済みである。

手順 1 -  の起動

以下の手順に従います。

1. レジストリを起動します。
– コンピュータに  がインストールされている場合
a. Windows の［スタート］メニューのプログラムのリストから、［DevTest Solutions］-［エンタープライズ ダッ
シュボード サーバ］を選択して、エンタープライズ ダッシュボードを起動します。「Grails application running」
というメッセージが表示されるまで待機します。

b. Windows の［スタート］メニューのプログラムのリストから、［DevTest Solutions］-［レジストリ］を選択し
て、レジストリを起動します。

– コンピュータに  がインストールされている場合は、別のコンピュータで実行されているレジストリを使用しま
す。

2. Windows の［スタート］メニューのプログラムのリストから、［DevTest Solutions］-［ワークステーション］を選
択します。

3. ［ レジストリの設定］ダイアログ ボックスが表示されたら、レジストリを選択して［OK］をクリックします。
4. ［ログイン］ダイアログ ボックスが開きます。有効なユーザ名とパスワードを入力し、［ログイン］をクリックしま
す。

手順 2 - プロジェクトの作成

作成するプロジェクトには、チュートリアルに必要なテスト ケース サンプル ファイルがすべて保持されます。
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以下の手順に従います。

1. メイン メニューから［ファイル］-［新規］-［プロジェクト］を選択します。
［新規プロジェクトの作成］ダイアログ ボックスが表示されます。

2. ［プロジェクト名］フィールドで、デフォルト値を削除し、「My Tutorials」と入力します。
3. ［作成］をクリックします。

My Tutorials プロジェクトが作成されます。

手順 3 - テスト ケースの作成

テスト ケースは、テスト中のシステムのビジネス コンポーネントをテストする方法の仕様です。

以下の手順に従います。

1. プロジェクト パネルで Tests フォルダを右クリックし、［新規テスト ケースの作成］を選択します。
2. ファイル名を「tutorial1」に設定します。
3. ［Save］をクリックします。

 によって「tutorial1」というラベルが付いた新規タブが表示されます。モデル エディタの緑の矢印は、テスト ケース
の開始を表します。

手順 4 - プロジェクト設定へのプロパティの追加

この手順では、プロジェクト設定にグローバル プロパティを設定します。このプロパティは、後ほどチュートリアルで
使用します。

デフォルト設定には project.config という名前が付けられ、新しいプロジェクトに対して自動的に作成されま
す。project.config ファイルは、プロジェクト パネルの Configs フォルダにあります。ファイルの拡張子は表示されませ
ん。project.config ファイルにはプロパティを追加できます。また、必要に応じて設定ファイルを作成することもできま
す

以下の手順に従います。

1. プロジェクト パネルで、My Tutorials の Configs フォルダにある project をダブルクリックします。
プロパティ エディタが開きます。

2. 行を追加するには、プロパティ エディタの下部にある

［追加］をクリックします。
3. ［キー］フィールドに「config_prop」と入力します。
4. ［値］フィールドに「42」と入力します。
5. メイン ツールバーの［保存］をクリックします。

手順 5 - テスト ステップの追加

テスト ケースには 1 つ以上のテスト ステップを含めます。この手順では、ログ メッセージの出力テスト ステップを追
加して、ログ ファイルにテキストを書き込みます。

以下の手順に従います。

1. ［tutorial1］タブをクリックします。
2.

［ステップの追加］をクリックし、［ユーティリティ］を選択して、［ログ メッセージの出力］を選択します。
「ログ メッセージの出力」という名前のステップがモデル エディタに追加されます。

3. ログ メッセージの出力ステップを右クリックし、［名前の変更］を選択します。
4. 名前を「My Output Log Message」に変更します。
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5. My Output Log Message がまだ選択されていることを確認します。右ペインで、［ログ メッセージの出力］の隣に
ある矢印をクリックします。
［ログ メッセージの出力］トレイが開きます。

手順 6 - ログ メッセージの追加

ログ エディタが開いている状態で、さまざまなプロパティが含まれるログ メッセージを追加します。

ログ メッセージ内のプロパティは、いくつかのソースが元になっています。

• LISA_HOME プロパティは自動的に設定されます。
• java.version プロパティはシステム プロパティです。
• 手順 4 では、プロジェクト設定に config_prop プロパティを追加しました。
• ログ メッセージ自体に、MyOutputLogMessage_step_prop という名前のプロパティを作成します。

プロパティの構文は {{プロパティ名}} です。

以下の手順に従います。

1. ログ エディタで、プレースホルダのテキストを削除します。
2. 以下のテキストをコピーして、ログ エディタに貼り付けます。

 The LISA home directory is: {{LISA_HOME}}. LISA sets this property.
 The value of config_prop is: {{config_prop}}. We set this property in the
 configuration.
 The version of Java being used is: {{java.version}}. This is a system property.
 The new value of config_prop is: {{config_prop=21}}. We changed the value of
 config_prop here in log message itself.
 Adding 1 to config_prop gives: {{config_prop}} + 1. We did not change the value of
 config_prop.
 Create a new property named MyOutputLogMessage_step_prop:
 {{MyOutputLogMessage_step_prop=100}}.
 The MyOutputLogMessage_step_prop property has been assigned the value 100.
 

ログ エディタは以下の図のようになります。

手順 7 - 2 番目のログ メッセージの追加

テスト ケースの 2 番目のテスト ステップでは、別のメッセージをログ ファイルに書き込みます。

以下の手順に従います。

1. ウィンドウの左上隅にある矢印をクリックして、1 番目のログ メッセージ ステップを閉じます。
2.

［ステップの追加］をクリックし、［ユーティリティ］を選択して、［ログ メッセージの出力］を選択します。
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「ログ メッセージの出力」という名前のステップがモデル エディタに追加され、［ログ メッセージの出力］トレイ
が開きます。

3. ログ エディタで、プレースホルダのテキストを削除します。
4. 以下のテキストをコピーして、ログ エディタに貼り付けます。

 The current value of config_prop is: {{config_prop}}.
 The current value of MyOutputLogMessage_step_prop: {{MyOutputLogMessage_step_prop}}.
 

NOTE
このログ メッセージでは、config_prop および MyOutputLogMessage_step_prop の値は変更されませ
ん。

5. ウィンドウの左上隅にある矢印をクリックして、2 番目のログ メッセージ ステップを閉じます。
6. アプリケーションのメイン ツールバーから、［保存］をクリックするか、［ファイル］-［保存］-［tutorial1］を選
択します。

手順 8 - My Output Log Message ステップの実行

対話型テスト ラン（ITR）ユーティリティを使用すると、テスト ケース全体を確認することができます。

以下の手順に従います。

1. ツールバーの［対話型テスト ラン（ITR）の開始］

をクリックします。
ITR が開きます。ITR には、左側に［実行履歴］ペイン、右側にタブが表示されます。

2. ［実行履歴］ペイン

で、
［次のステップの実行］をクリックします。
My Output Log Message ステップが実行されます。［応答］タブには、My Output Log Message ステップからの応答
が表示されます。実際の値によってプロパティが置き換えられます。

手順 9 - プロパティ値の確認

ITR では、プロパティがどのように作成および変更されるかを確認できます。

以下の手順に従います。

1. ITR の［プロパティ］タブをクリックします。
［プロパティ］タブには、My Output LogMessage ステップの実行前後の各プロパティの値が表示されます。ステッ
プで作成された値は緑で強調表示されます。ステップで変更された値は黄色で強調表示されます。config_prop の値
が 42 から 21 に変更されたことに注目してください。

2. これらの値を手順 8 の応答と比較します。

手順 10 - ログ メッセージの出力ステップの実行

この手順では、ITR を使用してテスト ケースの 2 番目のステップを実行します。

以下の手順に従います。

1. ITR

で、 ［次のステップの実行］をクリックして、ログ メッセージの出力ステップを実行します。
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2. ［応答］タブをクリックして、応答を表示します。project.config ファイルで config_prop を 42 に設定しました
が、My Output Log Message ステップでこの値を 21 に変更しました。また、ログ メッセージの出力ステップではこ
の値は変更されませんでした。MyOutputLogMessage_step_prop プロパティの値も、My Output Log Message ス
テップからログ メッセージの出力ステップに引き継がれています。

3. 現在および以前のプロパティ値を表示するには、［プロパティ］タブをクリックします。
4. 操作が終了したら、［tutorial1］および［プロジェクト］タブを閉じます。

チュートリアル 1 - 確認

このチュートリアルでは、まずプロパティについて確認しました。そして、特別な構文 {{プロパティ名}} を使用するとプ
ロパティが表示されることを確認しました。この構文を変化させて {{プロパティ名=値}} とすると、プロパティを設定で
きます。プロパティを設定した後、テスト ケースの後続のステップでそれを使用または変更します。

このチュートリアルでは、以下のことを行います。

• テスト ケースを作成し、保存する方法を学習しました。
• 簡単なテスト ステップ（ログ メッセージの出力）を追加する方法を学習しました。
• プロパティを保存するために設定を使用しました。
• 対話型テスト ラン（ITR）ユーティリティを簡単に確認しました。

チュートリアル 2 - データ セット
内容

このチュートリアルでは、簡単なデータ セットを作成および使用する方法を学習します。また、テスト ケースにデータ
セットのデータを提供する方法を学習します。

チュートリアルのタスク

このチュートリアルでは、以下のことを行います。

• 簡単なデータ セットの作成
• さまざまな方法でのデータ セットの使用
• データ セットを使用して、一連のテスト ステップを繰り返し実行

前提条件

• 「チュートリアル 1 - プロパティ」を完了している。
• が開いている。

手順 1 - データ セットの作成

このチュートリアルでは、データ セットとしてカンマ区切りテキスト ファイルを使用します。このオプションは、デー
タ セットの作成に使用できるオプションのうちの 1 つです。テキスト ファイルを作成した後、これを My Tutorials プロ
ジェクトにインポートします。

以下の手順に従います。

1. メモ帳などのテキスト エディタで、テキスト ファイルを作成します。
2. 以下のプロパティと値をコピーして、テキスト エディタに貼り付けます。テキスト ファイルではスペースを使用し
ないでください。
 month,day,year
 3,2,1956
 4,7,2007
 1,3,2010
 5,8,{{yearglobal}}
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 8,10,2004
 12,11,{{yearglobal}}
 10,12,2007
 3,5,2011
 

最初の行は、このデータが割り当てられるプロパティの名前を指定します（month、day、year）。残りの行は、テス
ト ケースで読み取って使用するデータを指定します。行のうちの 2 つには、yearglobal という名前のプロパティが
含まれています。

3. dates.txt としてファイルを保存します。
4. プロジェクト パネルで、My Tutorials プロジェクトの Data フォルダを右クリックし、［ファイルのインポート］を
選択します。

5. dates.txt ファイルを保存したフォルダに移動して、そのファイル名を選択します。
6. ［開く］をクリックします。Data フォルダに dates.txt ファイルが表示されるようになります。

手順 2 - テスト ケースの作成

My Tutorials プロジェクトにテスト ケースを追加します。

以下の手順に従います。

1. プロジェクト パネルで Tests フォルダを右クリックし、［新規テスト ケースの作成］を選択します。
2. ファイル名を「tutorial2」とします。
3. ［Save］をクリックします。

手順 3 - プロジェクト設定へのプロパティの追加

dates.txt ファイルには、yearglobal という名前のプロパティが含まれています。この手順では、プロジェクト設定に
yearglobal プロパティを追加します。

以下の手順に従います。

1. プロジェクト パネルで、project.config をダブルクリックします。
2.

［
追加］をクリックして、行を追加します。

3. ［キー］フィールドに「yearglobal」と入力します。
4. ［値］フィールドに「1999」と入力します。
5. ［Save］をクリックします。

手順 4 - ログ メッセージの出力テスト ステップの追加

ログにテキストを書き込むには、テスト ステップのログ メッセージの出力ステップを使用します。

以下の手順に従います。

1. ［tutorial2］タブをクリックします。
2.

［
追加］をクリックします。

［ステップの追加］メニューが表示されます。
3. ［ユーティリティ］を選択し、［ログ メッセージの出力］を選択します。
「ログ メッセージの出力」という名前のステップがモデル エディタに追加されます。

4. ［ログ メッセージの出力］を右クリックし、［名前の変更］を選択します。名前を「DSstep1」に変更します。
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5. 右ペインで、［ログ メッセージの出力］の隣にある矢印をクリックします。
［ログ メッセージの出力］トレイが開きます。

6. プレースホルダ テキストを削除します。
7. 以下のログ メッセージを入力します。

 Date is: {{month}}/{{day}}/{{year}}
 

NOTE
中かっこが重要です。中かっこが含まれている場合にのみ、テスト ケースは正しく実行されます。

8. ［ログ メッセージの出力］トレイを閉じるには、モデル エディタ内の任意の場所をクリックします。
9. ［Save］をクリックします。

手順 5 - 別のログ メッセージの出力ステップの作成

DSstep1 テスト ステップと同様の別のテスト ステップを作成します。

以下の手順に従います。

1.
［
追加］をクリックします。

［ステップの追加］メニューが表示されます。
2. ［ユーティリティ］を選択し、［ログ メッセージの出力］を選択します。
「ログ メッセージの出力」という名前のステップがモデル エディタに追加されます。

3. ［ログ メッセージの出力］を右クリックし、［名前の変更］を選択します。名前を「DSstep2」に変更します。
4. 右ペインで、［ログ メッセージの出力］の隣にある矢印をクリックします。
［ログ メッセージの出力］トレイが開きます。

5. プレースホルダ テキストを削除します。
6. 以下のログ メッセージを入力します。

 Date is: {{month}}/{{day}}/{{year}}
 

7. ［ログ メッセージの出力］トレイを閉じるには、モデル エディタ内の任意の場所をクリックします。
8. ［Save］をクリックします。

手順 6 - テストの実行

テストを実行し、何が起きるかを確認するには、対話型テスト ラン（ITR）を使用します。

以下の手順に従います。

1. ツールバーの
［対話型テスト ラン（ITR）の開始］をクリックします。

ITR が開きます。
2. ［実行履歴］ペインで、［自動的にテストを実

行

］
をクリックします。

3. 処理が完了したら、［OK］をクリックします。
4. ［実行履歴］ペインで、［DSstep1］および［DSstep2］をクリックします。
month、day、year プロパティが実際の値と置換されていないことに注目します。テスト ケースにデータ セットを追
加していないので、この結果は予想されたものです。
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手順 7 - データ セットの追加

ここでは、DSstep1 テスト ステップに dates.txt データ セットを追加します。

以下の手順に従います。

1. モデル エディタで、［DSstep1］を選択します。
2. 右ペインで、データ セット ステップのタブをダブルクリックします。
3. データ セット エレメントの下にあ

る
［追加］をクリックします。

4. ［共通データセット］リストから、［区切りデータ ファイルからの読み取り］を選択します。
データ セットがテスト ステップに追加されます。
右ペインでデータ セット エディタが開きます。

5. データ セット エディタで、名前を「DatesDS」に設定します。
6.

［ファイルの場所］をクリックし、LISA_HOME\Projects\My Tutorials\Data ディレクトリに移動して dates.txt ファイ
ルを選択します。

7. ［テスト アンド キープ］をクリックします。
テストが成功すると、［データ セット エディタ］ウィンドウに「テストは成功しました」というメッセージが返さ
れます。

8. ［OK］をクリックします。
9. ツールバーの

［対話型テスト ラン（ITR）の開始］をクリックし、［新しい ITR を開始］を選択します。
10.［実行履歴］ペインで、［自動的にテストを実

行

］
をクリックします。

11.処理が完了したら、［OK］をクリックします。
12.［実行履歴］ペインで、［DSstep1］および［DSstep2］をクリックします。
データ セットの最初の行のデータが［応答］タブに表示されます。両方のステップの応答に同じ日付が表示されま
す。これは DSstep1 のデータ セットからのみ読み取りを行っているためです。

手順 8 - データ セットの動作の変更

データ セット内の行がすべて読み取られるまでテスト ステップがループされるように、データ セットを変更します。

以下の手順に従います。

1. モデル エディタで、DSstep1 テスト ステップを選択します。
2. DSstep1 のステップ エレメント パネルで、データ セット エレメントの下の［DatesDS］の隣にある矢印をクリック
します。
データ セット エディタが開きます。

3. ［データが終了した場合］フィールドで、［実行］オプションを選択します。
4. ［実行］フィールドのドロップダウン矢印をクリックし、表示されるリストから［テストを終了する］を選択しま
す。
この設定により、データ行がすべて読み取られた時点でテストが終了します。

5. ［テスト アンド キープ］をクリックします。
6. ［OK］をクリックしてテストの成功メッセージを閉じます。
7. モデル エディタで、DSstep2 テスト ステップを選択します。

 60



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

8. ［ステップ情報］タブで、［次のステップ］ドロップダウン リストを［DSstep1］に設定します。
この設定により、2 つのテスト ステップがループします。モデル エディタ内の矢印は、実行の順番を表しています。
最初に DSstep1、次に DSstep2、DatesDS と続きます。

9. ツールバー
の
［対話型テスト ラン（ITR）の開始］をクリックし、［新しい ITR を開始］を選択します。

10. ITR で［自動的にテストを実行］

をクリックします。
データ セットのすべてのデータ行に対して、テスト ケースがループで実行されます。

11.処理が完了したら、［OK］をクリックします。
12.［Save］をクリックします。

チュートリアル 2 - レビュー

このチュートリアルでは、以下のことを行います。

• カンマ区切り形式でデータ セットを作成しました。
• データ セットを使用して簡単なテスト ケースを実行しました。
• テスト ステップからデータ セットのデータにどのようにアクセスするかを学習しました。

チュートリアル 3 - フィルタおよびアサーション
内容

  

このチュートリアルでは、チュートリアル 2 で作成したテスト ケースを変更して、フィルタおよびアサーションを含め
ます。

フィルタおよびアサーションの説明については、「フィルタ」および「アサーション」を参照してください。 

チュートリアルのタスク

このチュートリアルでは、以下のことを行います。

• 既存のテスト ケースを新しい名前で保存
• テスト ステップへのアサーションの追加
• テスト ステップへのフィルタの追加

前提条件

• 「チュートリアル 2 - データ セット」を完了している。
• が開いている。

手順 1 - 既存のテスト ケースからのテスト ケースの作成

この手順では、tutorial2.tst を開き、tutorial3.tst として保存します。

以下の手順に従います。

1. My Tutorials プロジェクトの tutorial2.tst テスト ケースを開きます。
2. メニュー バーから、［ファイル］ - ［名前を付けて保存］を選択します。
3. ［ファイル名］フィールドに「tutorial3」と入力します。
4. ［保存］をクリックします。
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My Tutorials プロジェクトに tutorial3 テスト ケースが作成および保存されます。

手順 2 - テスト ステップのアクションの変更

DSstep1 が次のステップになるように、両方のテスト ステップの［次のステップ］アクションを変更します。最初のス
テップでのみ、データ セットから読み取りを行います。

以下の手順に従います。

1. モデル エディタで、［DSstep1］を選択します。
2. ［ステップ情報］タブで、［次のステップ］を「DSstep1」に変更します。
このアクションにより、出力は同じステップである DSStep1 に戻ります。一時的に、アラート アイコンが
［DSStep2］の隣に表示されます。

3. モデル エディタで［DSstep2］をダブルクリックし、［ログ メッセージの出力］を以下のように変更します。
Date contains 1999. It is: {{month}}/{{day}}/{{year}}.

NOTE
中かっこが重要です。中かっこが含まれている場合にのみ、テスト ケースは正しく実行されます。

4. ［保存］をクリックします。

手順 3 - アサーションの追加

さまざまなタイプのアサーションをテスト ケースに追加できます。この手順では、「結果が文字列を含むことを確認」
という名前の XML アサーションを追加します。

アサーションのロジックは以下のとおりです。

• 応答に 1999 という文字列が含まれている場合は、次に DSstep2 ステップが実行されます。
• 応答に 1999 という文字列が含まれていない場合は、次に DSstep1 ステップが実行されます。

以下の手順に従います。

1. モデル エディタで、［DSstep1］を選択します。
2. ［アサーション］タブを開きます。
3.

［追加］をクリックします。
4. ［XML］サブメニューから、［結果が文字列を含むことを確認］を選択します。
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5. DSstep1 に適用される新しいアサーションが［アサーション］タブに追加されます。
アサーション エディタが開きます。

6. アサーション エディタで、以下の手順を実行します。
a. ［条件］リストで、［True］を選択します。
b. ［次のステップ］リストで、［DSstep2 へ移動する］を選択します。
c. ［ログ］フィールドに「The string 1999 was found」と入力します。
d. ［含む文字列］フィールドに「1999」と入力します。

 
7. ［保存］をクリックします。

手順 4 - アサーションのテスト

アサーションが想定したように動作するかどうかを判断するには、対話型テスト ラン（ITR）ユーティリティを使用しま
す。
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以下の手順に従います。

1. 新しいITRセッションを開始します。
2. ［実行履歴］ペインで、［自動的にテストを実行］

をクリックします。
3. 処理が完了したら、［OK］をクリックします。
4. ［応答］タブを確認します。

NOTE
DSstep1 で year が 1999 である日付が見つかると、次に DSstep2 ステップが実行されます。

  
5. ［プロパティ］タブをクリックし、プロパティの動作を確認します。
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6. ［テスト イベント］タブをクリックし、生成されたイベントを確認します。
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手順 5 - フィルタの追加

さまざまなタイプのフィルタをテスト ケースに追加できます。この手順では、［ステップ応答の格納］という名前の
ユーティリティ フィルタを追加します。このタイプのフィルタによって、ステップの応答をプロパティとして保存でき
ます。

以下の手順に従います。

1. モデル エディタで、［DSstep1］を選択します。
2. ［フィルタ］タブを開きます。
3.

［追加］をクリックします。
4. ［ユーティリティ］メニューのサブメニューから、［ステップ応答の格納］を選択します。
フィルタ エディタが開きます。

5. フィルタ エディタで、プロパティ名を「DSstep1_response_prop」に設定します。
このプロパティには、ステップの応答が格納されます。

 
6. モデル エディタで［DSstep2］をダブルクリックし、出力ログ メッセージの末尾に以下のテキストを追加します。

The value of DSstep1_response_prop is: {{DSstep1_response_prop}}.

7. ［保存］をクリックします。

手順 6 - フィルタのテスト

フィルタが想定したように動作するかどうかを判断するには、対話型テスト ラン（ITR）ユーティリティを使用します。

以下の手順に従います。

1. 新しいITRセッションを開始します。
2. ［実行履歴］ペインで、［自動的にテストを実行］

をクリックします。
3. 処理が完了したら、［OK］をクリックします。
4. ［応答］タブを確認します。

DSstep2 テスト ステップにより、出力ログ メッセージに追加したテキストが表示されます。
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5. ［プロパティ］タブをクリックし、DSstep1_response_prop プロパティがどこで作成され、変更されるかを確認しま
す。

 
6. ［テスト イベント］タブをクリックし、生成されたイベントを確認します。

 

チュートリアル 3 - レビュー

このチュートリアルでは、以下のことを行います。
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• フィルタおよびアサーションを初めて使用しました。
• 既存のテスト ケースを開いて変更しました。
• 簡単なアサーションを追加する方法を学習しました。
• 簡単なフィルタを追加する方法を学習しました。
• アサーションおよびフィルタが想定したように動作したことを検証するために、対話型テスト ラン（ITR）ユーティ
リティを使用しました。

詳細

には、テスト ケース開発で遭遇するほとんどの状況を網羅するフィルタおよびアサーションが用意されています。適切
なフィルタがない場合、 はソフトウェア開発キット（SDK）を使用して、カスタム フィルタおよびアサーションを開発
するためのメカニズムを提供します。詳細については、「SDK の使用」を参照してください。

チュートリアル 4 - Java オブジェクト（POJO）の操作
内容

このチュートリアルでは、簡単な Java オブジェクトを作成して操作し、java.util.Date クラスを使用して日付オブジェ
クトを作成します。

まず、オブジェクトを作成して、オブジェクトに対してメソッドをコールする方法を確認します。その後、単純な  モデ
ル エディタにオブジェクトを埋め込みます。

チュートリアルのタスク

このチュートリアルでは、以下のことを行います。

• 動的 Java 実行テスト ステップの使用
• 簡単なオブジェクトの複合オブジェクト エディタでの使用
• インライン フィルタの使用とプロパティへの結果の保存

前提条件

• 「チュートリアル 3 - フィルタおよびアサーション」を完了している。
• が開いている。

手順 1 - テスト ケースの作成

テスト ケースを作成する方法

• My Tutorials プロジェクトに「tutorial4」という名前のテスト ケースを作成します。

手順 2 - 動的 Java 実行テスト ステップの作成

動的 Java 実行テスト ステップでは、 クラスパスのクラスから Java オブジェクトを作成できます。以下の手順で
は、java.util.Date クラスを使用します。

以下の手順に従います。

1.

［ステップの追加］をクリックします。
［ステップの追加］メニューが表示されます。

2. ［Java/J2EE］を選択し、次に［動的 Java 実行］を選択します。
動的 Java 実行エディタが開きます。
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3. ［ローカル JVM 設定］領域で、［クラスの新規オブジェクトを作成］が選択されていることを確認します。
4. ［クラスの新規オブジェクトを作成］の右側にあるフィールドに、「java.util.Date」と入力します。
5. ［オブジェクトの構築/ロード］をクリックします。
複合オブジェクト コンストラクタ ウィザードが表示されます。最初のステップには、使用可能なコンストラクタが
表示されています。

6. ［Date( java.lang.Long )］コンストラクタを選択します。
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7. ［Next］をクリックします。
8. ［Finish］をクリックします。
複合オブジェクト エディタが開きます。
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複合オブジェクト エディタに操作する Java オブジェクトが表示されます。

手順 3 - Java オブジェクトのコール

複合オブジェクト エディタは 2 つのパネルで構成されています。左側のパネルには、オブジェクト コール ツリーが表示
されます。ここでは、メソッド呼び出しやそれらの入力パラメータおよび戻り値を追跡します。オブジェクト コール ツ
リーのブランチの識別には、以下のアイコンを使用します。

現在ロードされているオブジェクトのタイプ（クラス）。その後にオブジェクトの「toString」メソッドのコールの応答
が表示されます。
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コールされたコンストラクタ。このアイコンは、コンストラクタが複数存在する場合に表示されます。

まだ実行されていないメソッド コール。

すでに実行されたメソッド コール。

エンクロージング メソッドの入力パラメータ（タイプと現在の値）。

エンクロージング メソッドの戻り値（コールが実行された場合は現在の値）。

右側のパネルの内容は、左側のパネルで選択された項目によって変化します。

Java オブジェクトをコールする方法

1. 複合オブジェクト エディタの右側のパネルで、［コール シート］タブをクリックします。
［コール シート］タブには、コールできる使用可能なメソッドが表示されます。

2. setYear() メソッドをダブルクリックします。または setYear() メソッドを選択

し、
［選択されたメソッドをオブジェクト コール ツリーに追加］をクリックすることもできます。
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setYear() メソッドがオブジェクト コール ツリーに追加されます。右側のパネルに［コール］タブと［ドキュメン
ト］タブが表示されます。
［コール］タブには引数情報が表示されます。

3. arg1 の［値］フィールドに「104」と入力します。
4. ［実行］をクリックします。
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5. オブジェクト コール ツリーで、java.util.Date オブジェクトを選択します。
6. ［データ シート］タブで、year フィールドが 104 に設定されていることを確認します。
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手順 4 - インライン フィルタの追加

複合オブジェクト エディタからインライン フィルタを追加できます。インライン フィルタ（およびアサーション）は、
エレメント パネルのテスト ステップに追加されるフィルタにはなりません。インライン フィルタの管理は、常に複合オ
ブジェクト エディタで行います。

以下の手順に従います。

1. java.util.Date オブジェクトを選択した状態で［コール シート］タブをクリックします。
2. プロパティに設定する日付を取得するために、toString() メソッドを呼び出します。
右側のパネルに［コール］タブと［ドキュメント］タブが表示されます。

3. ［コール］タブの［ステータス/結果］領域で、［結果を保存するプロパティ］フィールドにプロパティ名として
「Date_prop」と入力して、インライン フィルタを追加します。
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4. ［実行］をクリックします。
5. ［Save］をクリックします。

手順 5 - 作成したプロパティの確認

Date_prop プロパティが作成されたことを確認するには、プロパティ ウィンドウを表示します。

以下の手順に従います。

1. テスト ケース ツールバーにある
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［モデル プロパティの表示］をクリックします。または、メイン メニューから［ヘルプ］-［プロパティの表示］を
選択します。

2. ［リフレッシュ］

をクリックします。
3. Date_prop プロパティを見つけます。

4. ［Close］をクリックします。

チュートリアル 4 - レビュー

このチュートリアルでは、以下のことを行います。

• java.util.Date タイプの Java オブジェクトを操作するためにテスト ステップを作成しました。
• 複合オブジェクト エディタを使用して Java オブジェクトを操作しました。
• オブジェクトにインライン フィルタを追加し、結果をプロパティに保存する方法を学習しました。

チュートリアル 5 - デモ サーバの Web アプリケーションの実行
内容

このチュートリアルでは、 に付属している簡単な Web アプリケーションを使用します。

Bank アプリケーションは、金融口座の情報が含まれるデータベース テーブルに接続する簡単なフロント エンドです。
このアプリケーションのビジネス ロジックは、Enterprise JavaBeans と Web サービスで構成されています。この Web
アプリケーションでは、ユーザのプロファイルの表示、口座の作成、住所の追加などの操作を行えます。

このチュートリアルの目的は、このアプリケーションについて理解することです。このアプリケーションは、テスト中の
システムとして後のチュートリアルで使用します。
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前提条件

• デモ サーバが実行されている。

手順 1 - Web アプリケーションの起動

以下の手順に従います。

1. 新しいブラウザ ウィンドウを開きます。
2. 以下の URL を入力します。ここで、localhost は、使用するコンピュータの IP アドレスを使用したパスです。

http://localhost:8080/lisabank/

ログイン ページが表示されます。
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手順 2 - Web アプリケーションへのログイン

事前に定義されているユーザ名 lisa_simpson を使用します。

以下の手順に従います。

1. ［名前］フィールドに「lisa_simpson」と入力します。
2. ［パスワード］フィールドに「golisa」と入力します。
3. ［ログイン］をクリックします。
初期画面が表示されます。左側には、［プロファイルの表示］、［口座の開設］、［口座の解約］、［住所の追
加］、［住所の削除］、［ログアウト］といった実行可能なさまざまなアクションのボタンが表示されます。

手順 3 - 口座の開設

現在のユーザには口座がありません。

以下の手順に従います。

1. ［口座の開設］をクリックします。
2. ［預金種別］リストから［普通預金］を選択します。
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3. ［口座名］フィールドに「My Savings」と入力します。
4. ［初期残高］フィールドに「100.00」と入力します。
5. ［口座の追加］をクリックします。

新しい普通預金口座が［口座］セクションに追加されます。
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6. 前の手順を繰り返して、CHECKING および AUTO_LOAN の 2 つのアカウントを作成します。当座預金の初期残高は
600.00 ドルに設定します。自動車ローンの初期残高は 10000.00 ドルに設定します。
［初期残高］フィールドでは、カンマを使用しないでください。
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手順 4 - 口座の解約

このアプリケーションでは口座を解約することができます。

以下の手順に従います。

1. ［口座の解約］をクリックします。
2. リストから My Savings を選択して、［口座の選択］をクリックします。
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3. ［削除の確認］をクリックします。
My Savings 口座が［口座］セクションから削除されます。

手順 5 - Web アプリケーションからのログアウト

Web アプリケーションからログアウトするには、［ログアウト］をクリックします。

チュートリアル 5 - レビュー

このチュートリアルでは、以下のことを行います。

• Bank アプリケーションにログインしました。
• 新しい口座を開設しました。
• 口座を解約しました。

チュートリアル 6 - Web サイトのテスト
このチュートリアルでは、Web レコーダを使用して、Web サイトを介してパスを記録します。次に、HTTP 要求/応答の
各ペアに対して HTTP/HTML 要求テスト ステップを作成します。
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HTTP/HTML 要求テスト ステップでは、テスト ケースで Web サーバの要求を行い、その結果を受信できます。ページ
が想定したように動作することを確認するために、簡単な Web サイトをテストします。

チュートリアルのタスク

このチュートリアルでは、以下のことを行います。

• Web レコーダを使用した、HTTP/HTML 要求ステップが含まれるテスト ケースの作成
• レコーダが作成するテスト ケースの編集および実行
• テスト ケースへのデータ セットの追加

前提条件

• 「チュートリアル 5 - デモ サーバの Web アプリケーションの実行」を完了している。
• が開いている。
• デモ サーバへのアクセス権がある。

チュートリアルのパート

• チュートリアル 6 - パート A - テスト ケースの記録
• チュートリアル 6 - パート B - テスト ケースの実行
• チュートリアル 6 - パート C - 要求テスト ステップの変更

チュートリアル 6 - パート A - テスト ケースの記録
内容

Web レコーダを使用して、HTTP/HTML 要求ステップが含まれるテスト ケースを作成します。

手順 1 - テスト ケースの作成

以下の手順に従います。

1. My Tutorials プロジェクトで、Tests サブフォルダに「tutorial6a」という名前のテスト ケースを作成します。
モデル エディタが開きます。

手順 2 - Web レコーダの開始

このチュートリアルでは、HTTP プロキシを使用して Web サイトを記録します。

以下の手順に従います。

1. メイン メニューから［アクション］-［ユーザ インターフェース用テスト ケースを記録］-［Web レコーダ（HTTP
プロキシ）］を選択します。
［テスト レコーダ］ダイアログ ボックスが表示されます。

2. ［URL を開いています］フィールドに以下の URL を入力します。パス内の IP アドレスは、使用しているコンピュー
タの IP アドレスに置き換えてください。

3. ［レコーディングを開始］をクリックします。
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［テスト レコーダ］ウィンドウが表示されます。［テスト レコーダ］ウィンドウには［ブラウザ］と［記録された
エレメント］という 2 つのタブがあります。 Bank アプリケーションのログイン ページが［ブラウザ］タブに表示さ
れます。

手順 3 -  Bank アプリケーションの記録

Bank アプリケーションのアクションを実行している間、参照した各ページに対する要求と応答の情報が記録されます。

以下の手順に従います。

1. ［名前］フィールドに「lisa_simpson」と入力します。［パスワード］フィールドに「golisa」と入力します。

2. ［ログイン］をクリックします。
初期画面が表示されます。

3. ［口座］セクションで、当座預金の口座番号をクリックします。
［口座のアクティビティ］ウィンドウが表示されます。

4. ［お預け入れ］をクリックします。

 85



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

5. ［お預け入れ］領域で、パスワードの「golisa」、トランザクションの説明、および預け入れ金額を入力します。
6. ［お預け入れ］をクリックします。
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［口座のアクティビティ］ウィンドウに、更新された残高および預け入れの記録が表示されます。
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7. 左側のナビゲーション ペインで、［ログアウト］をクリックします。

手順 4 - Web レコーダの停止

記録を停止した後、トランザクションに関する詳細を表示できます。

以下の手順に従います。

1. ［テスト レコーダ］ウィンドウの下部にある［レコーディングの停止］をクリックします。
フィルタおよびプロパティが Web ページの参照に対して自動的に作成されます。預け入れのためのフォーム フィー
ルドも表示されます。左ペインには、トランザクション（ステップ）のリストが表示されます。右ペインには、選択
したトランザクションのステップの詳細と応答が表示されます。
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2. ［編集内容をコミット］をクリックします。
パラメータのページが表示されます。

3. ［テストに追加して閉じる］をクリックします。
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モデル エディタに新しいテスト ケースが入力されます。トランザクション情報はすべて保存された記録から取得さ
れます。テスト ケースの各テスト ステップは、HTTP 要求を表しています。

 90



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

4. テスト ケースを保存します。

チュートリアル 6 - パート B - テスト ケースの実行
このセクションでは、パート A に続いて、対話型テスト ラン（ITR）ユーティリティで保存されたテスト ケースを実行
し、結果を表示します。

以下の手順に従います。

1. 新しいITRセッションを開始します。
2. ［実行履歴］ペインで、

［

自動的にテストを実行］をクリックします。
3. 処理が完了したら、［OK］をクリックします。
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ITR で当座預金への預け入れが再生されると、［表示］タブに表示されたページが表示されます。
［ソース］タブには、ステップでキャプチャされたページの HTML コードが表示されます。
はブラウザとして動作し、Web サーバに同じ HTTP 要求を送信します。

4. ITR ユーティリティを閉じます。

チュートリアル 6 - パート C - 要求テスト ステップの変更
内容

Web レコーダは、各要求に対して HTTP/HTML 要求テスト ステップを作成します。

これらのテスト ステップは、 のその他のテスト ステップと同じように編集および変更できます。レコーダは、記録中に
入力したパラメータを、要求の Post パラメータおよび Get パラメータの値として使用します。
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Bank テストを一般化するために、ハードコードされた説明や預け入れ金額の値（「cash」や「1000.00」など）をデー
タ セットから取得したプロパティに置き換えます。データ セットについては、「チュートリアル 2 - データ セット」で
操作しました。

レコーディング結果の  Bank5 テスト ステップでは、［ホスト名］および［ポート］パラメータがパラメータ化され、設
定に追加されます。説明および金額の値はハードコードされています。

チュートリアルのこのパートでは、数値カウント データ セットを使用して、さまざまな金額を預け入れられるようにテ
スト ケースをパラメータ化します。その後、テスト ケースを実行するときには、記録されたものとは別の預け入れ金額
を使用します。

手順 1 - テスト ケースのコピー

以下の手順に従います。

1. モデル エディタで tutorial6a テスト ケースが開いていることを確認します。
2. メニュー バーから［ファイル］-［名前を付けて保存］を選択します。
3. ［ファイル名］フィールドに「tutorial6c」と入力します。
4. ［Save］をクリックします。

手順 2 - データ セットの追加

以下の手順では、数値カウント データ セットを追加します。このタイプのデータ セットを使用すると、プロパティに数
値を割り当てることができます。データ セットを使用するたびに、固定値によって数値を変更できます。

以下の手順に従います。

1. モデル エディタで、最初のテスト ステップを選択します。
2. 右ペインで、データ セット ステップのタブをダブルクリックします。
3. データ セット エレメントの下にある

［追加］をクリックします。
4. ［共通データセット］リストから、［数値カウント データ セットの作成］を選択します。
右ペインでデータ セット エディタが開きます。

5. 以下の値を入力します。
a. ［名前］フィールドに「DepositsDS」と入力します。
b. ［終了時の処理］フィールドで、［実行］オプションを選択し、リストから［テストを終了する］を選択しま
す。

c. ［プロパティ キー］フィールドに「ds_counter」と入力します。
d. ［開始］フィールドに「100」と入力します。
e. ［終了］フィールドに「105」と入力します。
f. ［増分］フィールドに「1」と入力します。
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6. ［テスト アンド キープ］をクリックして、データ セットをテストします。
成功メッセージが表示され、データ セットの最初の行のデータが表示されます。

7. ［OK］をクリックします。

手順 3 - 記録された預け入れの POST パラメータの変更

ここでは、ds_counter プロパティ（データ セットで作成済み）を使用して、さまざまな預け入れ金額の値を指定しま
す。

以下の手順に従います。

1. モデル エディタで、 Bank5 ステップをダブルクリックします。
2. ［POST パラメータ］領域で、description キーの値を deposit {{ds_counter}} に変更します。
3. amount キーの値を {{ds_counter}} に変更します。
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4. テスト ケースを保存します。
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手順 4 - テスト ケースのステージング

クイック テストをステージング（実行）する方法

1. ツールバーの

［クイック テストのステージング］をクリックします。
2. ［クイック テストのステージング］ウィンドウで、［テストが終了したら再起動する］が選択されていることを確認
します。

3. ［OK］をクリックします。
テスト モニタが開きますが、テストはまだ開始されていません。
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4. ［OK］をクリックします。
5. ツールバーの

［再生］をクリックします。
折れ線グラフでテストの進捗状況が表示されます。
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手順 5 -  Bank での新しい預け入れの表示

以下の手順に従います。

1. ユーザ「lisa_simpson」およびパスワード「golisa」を使用して、 Bank アプリケーションに再度ログインします。
2. 預け入れ金額を表示するには、当座預金の口座番号のリンクをクリックします。
金額が 100 から始まって 105 に達するまで 1 ずつ増加していることに注目します。

チュートリアル 6 - レビュー

このチュートリアルでは、数値カウント データ セットを使用して、記録されたテストに入力を提供しました。

以下のことを行いました。

• テスト ケースをコピーし、数値カウント データ セットを追加しました。
• 記録された預け入れの POST パラメータを変更しました。
• クイック テストをステージングしました。
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チュートリアル 7 - Enterprise JavaBean （EJB）のテスト
内容

Bank アプリケーションでは、EJB の完全なセットが用意されており、Java インターフェースから口座の操作やユーザ
および口座情報の取得などを実行できます。

このチュートリアルでは、Enterprise JavaBean 実行テスト ステップを使用して、テスト ケースから EJB メソッドを
コールし、アサーションで応答をテストします。また、簡単な EJB をテストして、addUser および deleteUser メソッド
が想定したように動作することを確認します。

チュートリアルのタスク

このチュートリアルでは、以下のことを行います。

• Enterprise JavaBean 実行ステップを使用します。
• 複合オブジェクト エディタで EJB オブジェクトを使用します。

前提条件

• 「チュートリアル 6 - Web サイトのテスト」を完了している。
• が開いている。
• デモ サーバへのアクセス権がある。

手順 1 - テスト ケースの作成

以下の手順に従います。

1. プロジェクト ペインで Tests フォルダを右クリックし、［新規テスト ケースの作成］を選択します。
2. ファイル名を「tutorial7」に設定します。
3. ［Save］をクリックします。

手順 2 - 設定の作成

設定については、「チュートリアル 2 - データ セット」で操作しました。

以下の手順に従います。

1. project.config ファイルを開きます。
2. 設定に［ユーザ］および［パスワード］プロパティがない場合は、これらのプロパティを追加します。値を設定する
必要はありません。

3. config7 という名前の設定を作成します。
4. 設定 config7 に User プロパティを追加し、値を「Lisa7」に設定します。
5. 設定 config7 に Password プロパティを追加し、値を「Pass7」に設定します。

6. ［Save］をクリックします。
7. プロジェクト ペインで、設定 config7 を右クリックし、［アクティブ化］を選択します。
設定が緑で表示されるようになります。
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手順 3 - EJB テスト ステップの追加

Enterprise JavaBean 実行テスト ステップでは、実行中の EJB にコールを実行することができます。

以下の手順に従います。

1. ［tutorial7］タブをクリックします。
2.

［ステップの追加］をクリックします。
3. ［Java/J2EE］を選択し、［Enterprise JavaBean 実行］を選択します。
新規 EJB セットアップ ウィザードが表示されます。

手順 4 - サーバへの接続

新規 EJB セットアップ ウィザードから、EJB サーバへの接続情報を指定するように求められます。デモ サーバが実行
されているコンピュータの情報を入力します。

以下の手順に従います。

1. ［リストからサーバを選択］ドロップダウン リストから、［JBoss 3.2/4.0］を選択します。
2. ［ホスト名または IP アドレス］フィールドに、「localhost」またはリモート コンピュータの名前または IP アドレ
スを入力します。

3. ［Next］をクリックします。
JNDI 名のリストは EJB サーバから取得されます。
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手順 5 - EJB インターフェースの指定

新規 EJB セットアップ ウィザードから、EJB インターフェースの名前を指定するように求められます。

以下の手順に従います。

1. ［リモート］タブで、［EJB3UserControlBean/remote］を選択します。

2. ［Next］をクリックします。
複合オブジェクト エディタが開きます。
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手順 6 - EJB の設定

以下の手順に従います。

1. 同じ EJB オブジェクトを繰り返し使用する場合、［EJB オブジェクト参照の保持］チェック ボックスがオンになっ
ていないときは、オンにします。

2. ［環境エラーの場合］フィールドに、この EJB ステップの実行中に例外が発生した場合に実行するステップを設定し
ます。リストから［テストを失敗させる］を選択します。

3. ［オブジェクト エディタ］領域で、［コール シート］タブを選択し、addUser メソッドを選択します。
4.

［選択されたメソッドをオブジェクト コール ツリーに追加］をクリックします。
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オブジェクト コール ツリーに addUser メソッドが表示されます。
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WARNING
User および Password は一度しか追加できません。このチュートリアルを 2 回以上実行するには、User およ
び Password に設定されている値を変更してください。

手順 ７- アサーションの追加

メソッド パラメータを入力し、インライン アサーションを追加する方法

1. ［オブジェクト コール ツリー］ペインで、［エキスパート モード］が有効になっていない場合は選択します。
2. 各引数の［プロパティの使用］チェック ボックスをオンにします。
［プロパティの使用］は［パラメータ］領域の列見出しです。

3. arg1 の［値］列で、プロパティの［デフォルト］リストから［ユーザ］を選択します。
4. arg2 の［値］列で、プロパティの［デフォルト］リストから［パスワード］を選択します。
5. ［ステータス/結果］領域で、［完全］を選択して［True］チェック ボックスをオフにして、インライン アサーショ
ンを追加します。
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6. ［結果の比較 - NOT Exactly］フィールドに「True」と入力します。
7. ［完全］ドロップダウン リストから、［テストを失敗させる］を選択します。
8. ［実行］をクリックします。

メソッドのパラメータがオブジェクト コール ツリーの［入力パラメータ］

アイコンの隣に表示されます。このメソッドの戻り値は、オブジェクト コール ツリーの User フィールドの値
（Lisa7）です。
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9. ［実行］をクリックして addUser メソッドを再度テストします。
10.戻り値

が null に変わり、すでにユーザが追加されているためエラーが表示されます。
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手順 8 - メソッドの実行の確認

Bank アプリケーションから、ユーザが追加されたことを確認できます。

以下の手順に従います。

1. Bank アプリケーションに移動します。
2. ユーザ「admin」およびパスワード「admin」を使用してログインします。
3. Lisa7 が追加されたことを確認するには、ユーザのリストを表示します。

 109



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

手順 9 - 別の EJB テスト ステップの追加

ここでは、上記の手順を再度実行して deleteUser メソッドを呼び出します。

以下の手順に従います。

1. 手順 3 からチュートリアルを繰り返して、DeleteUser という名前の EJB ステップを追加します。
2. メソッド パラメータ プロパティ User を使用します。
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3. ［実行］をクリックしてこのメソッドを実行し、結果を取得します。
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4. 戻り値

は true で、ユーザが削除されたことを示します。
5. ［Save］をクリックします。

チュートリアル 7 - レビュー

このチュートリアルでは、以下のことを行います。

• 2 つの EJB テスト ステップで構成されるテスト ケースを作成しました。
デモ サーバのサンプル アプリケーションから EJB オブジェクトをロードしました。

• EJB テスト ステップを作成し、EJB をロードしました。
• 複合オブジェクト エディタを使用して EJB オブジェクトを操作しました。

チュートリアル 8 - Web サービスのテスト
内容

このチュートリアルでは、Web サービス実行（XML）テスト ステップを使用して、テスト ケースで Web サービス操作
をコールします。その後、要求と応答をテストします。これらの Web サービス操作は、チュートリアル 7 で使用した
EJB のメソッド コールと同等の機能です。

チュートリアルのタスク

このチュートリアルでは、以下のことを行います。

• Web サービス実行（XML）テスト ステップの追加
• Web サービス操作の実行

前提条件

• チュートリアル 5 を完了している。
• が開いている。
• デモ サーバへのアクセス権がある。
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手順 1 - テスト ケースの作成

以下の手順に従います。

1. プロジェクト パネルで Tests フォルダを右クリックし、［新規テスト ケースの作成］を選択します。
2. ファイル名を「tutorial8」に設定します。
3. ［Save］をクリックします。
4. プロジェクト パネルで、project.config を右クリックし、［アクティブ化］を選択します。

手順 2 - Web サービス実行（XML）テスト ステップの追加

Web サービス実行（XML）テスト ステップでは、SOAP ベースの Web サービスで処理を実行することができます。

以下の手順に従います。

1. ［tutorial8］タブをクリックします。
2. ［ステップの追加］をクリックします。
3. ［Web/Web サービス］を選択し、［Web サービス実行（XML）］を選択します。

Web サービス ステップがモデル エディタに追加されます。
4. Web サービス実行（XML）エディタを開くには、Web サービス ステップをダブルクリックします。
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5. ［新規ドキュメント］をクリックします。

手順 3 - Web サービス クライアントの作成

ここでは、コールされる操作を指定し、操作に送られる SOAP メッセージを作成します。

以下の手順に従います。

1. ［WSDL URL］フィールドに以下の場所を入力します。

NOTE
WSSERVER および WSPORT プロパティは、サーバおよびポートを表します。

 http://localhost:8080/itko-examples/services/UserControlService?wsdl 
  
 

2. ［サービス］フィールドで、［UserControlServiceService］を選択します。
3. ［ポート］フィールドで、［UserControlService］を選択します。
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4. ［操作］フィールドで、addUser 操作を選択します。
5. ［エラー時］フィールドで、［テストを中止する］を選択します。
はこの条件を使用して、Web サービス クライアントを作成します。ビジュアル XML エディタには、SOAP メッ
セージのグラフィカル ビューが表示されます。

6. テスト ケースを保存します。

手順 4 - Web サービス要求の実行

以下の手順に従います。

1.
［WS

要求の実行］をクリックします。
テストが実行されます。
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手順 5 - 要求および応答の表示

［要求］タブには、何らかの後処理（ プロパティの置換など）の後に送信された結果としての要求データが表示されま
す。［応答］タブには、結果として受信した応答データが表示されます。

以下の手順に従います。

1. 実行時の要求を表示するには、［要求］タブをクリックします。

2. 実行時の応答を表示するには、［応答］タブを選択します。
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チュートリアル 8 - レビュー

このチュートリアルでは、以下のことを行います。

• Web サービス実行（XML）テスト ステップでテスト ケースを作成しました。
• addUser 操作を実行しました。
• この操作の要求および応答を表示しました。

チュートリアル 9 - データベースの検査およびテスト
内容

このチュートリアルでは、チュートリアル 5 で使用した Web アプリケーションの一部であるデータベース テーブルを検
査およびテストします。

SQL データベース実行（JDBC）ステップを使用して、テスト ケースでデータベースと対話し、アサーションを使用し
て応答をテストします。アプリケーションの一部である Derby データベースの Users テーブルを検査します。
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チュートリアルのタスク

このチュートリアルでは、以下のことを行います。

• SQL データベース実行（JDBC）ステップの使用
• 設定へのアプリケーション プロパティの保存
• アサーションの追加および変更
• フィルタの追加

前提条件

• チュートリアル 5 を完了している。
• が開いている。
• デモ サーバへのアクセス権がある。

手順 1 - テスト ケースの作成

以下の手順に従います。

1. プロジェクト ペインで Tests フォルダを右クリックし、［新規テスト ケースの作成］を選択します。
2. ファイル名を「tutorial9」に設定します。
3. ［Save］をクリックします。

手順 2 - 設定へのデータベース プロパティの追加

データベースへの接続に必要なプロパティを設定に保存します。この方法は、 の標準プラクティスであり、テスト ケー
スの移植性が高まります。

以下の手順に従います。

1. project.config がアクティブな設定でない場合は、プロジェクト ペインで project.config を右クリックし、［アクティ
ブ化］を選択します。

2. project.config 設定を開きます。
3. 以下のプロパティを追加します。

– DBDriver
org.apache.derby.jdbc.ClientDriver

– DBConnect
jdbc:derby://localhost:1529/lisa-demo-server.db

– DBUserID
sa

– DBPwd
sa

4. ［Save］をクリックします。
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手順 3 - SQL データベース実行（JDBC）テスト ステップの追加

SQL データベース実行（JDBC）テスト ステップでは、JDBC を使用してデータベースに接続し、データベースに対し
て SQL クエリを実行することができます。

以下の手順に従います。

1. ［tutorial9］タブをクリックします。
2. ［ステップの追加］をクリックします。
3. ［他のトランザクション］を選択し、［SQL データベース実行（JDBC）］を選択します。

JDBC がモデル エディタに追加されます。

ステップ エディタを開くには、JDBC ステップをダブルクリックします。

手順 4 - データベースへの接続

接続情報を指定するには、project.config 設定に追加したプロパティを使用します。
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以下の手順に従います。

1. ステップ エディタの［接続情報］領域および［実行情報］領域に以下の値を入力します。パスワードを入力する際に
は、値がマスクされます。
– JDBC ドライバ

{{DBDriver}}
– 接続文字列

{{DBConnect}}
– ユーザ ID

{{DBUserID}}
– パスワード

{{DBPwd}}

2. ステップ エディタの下部にある［テスト接続］ボタンをクリックします。
接続が有効であることを示すメッセージが表示されます。

3. ［OK］をクリックします。

手順 5 - SQL クエリの実行

ここでは、Users テーブルからデータを取得する SQL ステートメントを指定して実行します。

以下の手順に従います。

1. ［SQL ステートメント］ペインに以下のステートメントを入力します。

SELECT LNAME, LOGIN FROM Users
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2. ステップ エディタの下部にある［SQL をテスト/実行］ボタンをクリックします。
メッセージで有効なクエリであることが確認され、返された行の数が表示されます。

3. ［OK］をクリックします。
［結果セット］タブが表示されます。

手順 6 - アサーションの追加

結果セットに特定の姓が存在することをテストするアサーションを追加します。

以下の手順に従います。

1. ［結果セット］タブで、［LNAME］列のセルを選択します。
2.

［
セルの値に対するアサーションの生成］をクリックします。

［JDBC 結果セット値アサーションの生成］ダイアログ ボックスが表示されます。
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3. ドロップダウン リストから［テストを失敗させる］オプションを選択します。
選択した姓が見つからない場合、テストは失敗します。
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4. ［OK］をクリックします。
5. ［Save］をクリックします。

手順 7 - テスト ケースの実行

以下の手順に従います。

1. ツールバーの

［
対話型テスト ラン（ITR）の開始］をクリックします。

2. ［次のステップの実行］をクリックします。
テストが正常に実行されます。結果セットが［応答］タブに表示されます。
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3. ITR トレイを隠します。

手順 8 - アサーションの変更

ここでは、テストが失敗するようアサーションを変更します。

以下の手順に従います。

1. モデル エディタで、JDBC SELECT Users テスト ステップをクリックします。
2. エレメント ツリーの［アサーション］タブを開きます。

3. 先に作成したアサーションをダブルクリックします。
アサーション エディタが開きます。下の部分に、このアサーションでは、指定した値が結果セットの最初の列にある
ことを確認することが示されています。
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4. ［正規表現］フィールドの値を「Johns」に変更します。

5. 新しい ITR を開始して、テスト ケースを再度実行します。
このテストは失敗します。

6. ITR トレイを隠します。

手順 9 - フィルタの追加

結果セットの最初の列および 4 番目の行の値を取得するデータベース フィルタを追加します。値はプロパティに格納さ
れます。

以下の手順に従います。

1. モデル エディタで、JDBC SELECT Users テスト ステップを選択します。
2. エレメント ツリーの［フィルタ］タブを開きます。
3.

［
追加］をクリックします。

4. ［データベース］フィルタ サブメニューから、［JDBC 結果セットから値を抽出］を選択します。
フィルタ エディタが開きます。

5. ［列］フィールドに「1」と入力します。または、実際の列名として「LNAME」と入力します。
6. ［行］フィールドに「3」と入力します。
このフィールドはゼロ ベースです。そのため、値 3 は 4 番目の行を表わします。

7. ［プロパティ］フィールドに「DBProperty」と入力します。
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8. ［Save］をクリックします。

手順 10 - フィルタおよびアサーションのテスト

以下の手順に従います。

1. 新しい ITR を開始して、テスト ケースを再度実行します。
結果セットで「Johns」が見つからないため、このテストは失敗します。

2. ［テスト イベント］タブをクリックします。
3. ［プロパティの設定］イベントをクリックします。

DBProperty にフィルタによって指定された値が設定されていることに注目します。
4. ［アサーションの起動］イベントをクリックします。
［詳細フィールド］領域に、結果セットの最初の列に「Johns」という値が含まれていなかったため、アサーション
が起動したことが示されています。
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5. ［プロパティ］タブをクリックします。
6. DBProperty の行を見つけて確認します。
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チュートリアル 9 - レビュー

このチュートリアルでは、テスト ケースを作成し、データベースに対してクエリを実行しました。デモ サーバのアプリ
ケーションに付属している Apache Derby データベースの Users テーブルを使用しました。また以下の方法を学習しま
した。

• データベースへの接続。
• データベースに対する SQL クエリの実行。
• アサーションおよびフィルタの追加。

チュートリアル 10 - クイック テストのステージング
内容

  

このチュートリアルでは、クイック ステージング オプション（クイック テスト）を使用して、テストのステージング方
法と結果のレポートを確認する方法について学習します。 に付属している multi-tier-combo のサンプルのクイック テス
トを実行します。クイック テストの実行は、テストをステージングするための最も簡単な方法です。

チュートリアルのタスク

このチュートリアルでは、以下のことを行います。

• multi-tier-combo テスト ケースの使用
• クイック テスト機能の使用
• レポートの選択と形式の設定

前提条件

• チュートリアル 5 ～ 9 を完了している。
• が開いている。
• デモ サーバへのアクセス権がある。

手順 1 - テスト ケースを開く

examples プロジェクトからテスト ケースを開きます。

以下の手順に従います。

1. メイン メニューから［ファイル］ - ［開く］ - ［テスト ケース］ - ［ファイル システム］を選択します。
2. LISA_HOME\examples\Tests フォルダに移動します。
3. multi-tier-combo を選択し、［開く］をクリックします。

multi-tier-combo テスト ケースがモデル エディタで開かれます。

手順 2 - テスト ケースの確認

このテスト ケースのさまざまなテスト ステップを確認します。以下に例を示します。

• 「ユーザの追加」は Web サービス実行（レガシー）ステップです。
• 「Get User」（ユーザの取得）は Enterprise JavaBean 実行ステップです。
• 「Verify User Added」（追加されたユーザの検証）は SQL データベース実行（JDBC）ステップです。
• 「お預け入れ」は JMS メッセージング（JNDI）ステップです。
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これらのステップの多くはチュートリアル 6 ～ 9 で使用しました。このチュートリアルでは、これらのテスト ステップ
をすべて使用して、アプリケーションの複数のレイヤが関係するより現実的なテスト ケースを作成します。

手順 2 - パート A - クイック テストの実行

以下の手順に従います。

1. メニュー バーから、テスト ケース ツールバーにある

［クイック テストのステージング］をクリックします。
クイック テストを行うために、サンプル テスト ケースをモデル エディタで開くことができます。または、［プロ
ジェクト］パネルでテストを右クリックし、そこからクイック テストをステージングするためのパラメータを入力で
きます。
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2. ［クイック テストのステージング］ダイアログ ボックスに、以下の必要な情報を入力します。

– ラン名： 一意の名前（Tutorial10QuickTest）を入力します。
– インスタンス数： テストを同時に実行するユーザの数（4）を入力します。
– インスタンスのステージング先： コーディネータ サーバの名前を選択するか、ローカルにステージングします。
– テストを再起動するには、［テストが終了したら再起動する］を選択します。

 
3. ［OK］をクリックします。
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［テスト ラン］ウィンドウが開きますが、テストはまだ開始されていません。
4. テストの実行を開始するには、メイン ツールバーの

をクリックします。
テストが開始され、ただちに結果がグラフに表示されます。

グラフの行をロールオーバすると、説明を表示することができます。

 131



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

 
5. 表示するイベントを選択するには、［イベント］タブを選択します。
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手順 2 - パート B - 生成されたレポートの表示

ポータルで実行されたテスト ケースおよびスイートの実行およびパフォーマンス データを表示します。

以下の手順に従います。

1. ポータルから、左のナビゲーション メニューで、［レポート］-［テスト］を選択します。
［テスト］ウィンドウが開きます。

 
2. レポートの名前をクリックし、レポートを表示します。
新しいタブにレポートが表示されます。

3. レポートをフィルタするには、［絞り込み条件］ペインでフィルタ オプションを選択または入力し、［適用］をク
リックします。 

4. データを分析します。

PDF または CVS ファイルの作成およびその他のオプションの詳細については、「テスト レポート」を参照してくださ
い。 

チュートリアル 10 - レビュー

このチュートリアルでは、クイック テストを使用して、サンプルの multi-tier-combo をテストしました。また以下の方法
を学習しました。
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• 複数のタイプのテスト ステップが含まれるテスト ケースの確認。
• クイック テスト機能のテストの設定および実行。
• テストの実行で生成されるレポートの確認。

チュートリアル 11： Forward Cars のデモ アプリケーションの実行
このチュートリアルでは、Forward Cars デモ アプリケーションの主な機能を使用します。

手順 1 - Forward Cars の起動

Forward Cars は、デモ サーバのダウンロード ファイルに含まれており、LISA_HOME\DemoServer ファイル ディレク
トリにあります。「Forward Cars の実行」の説明に従い、DevTestDemoServer.zip ファイルをお使いのコンピュータに
ダウンロードして解凍したことを確認してください。

以下の手順に従います。

1. コマンド ラインから Forward Cars を起動します。LISA_HOME\DemoServer\carsdemo ディレクトリに移動し、オ
ペレーティング システムのスクリプトを起動します。
– （Windows） start.bat

Windows マシンで UAC が有効になっている場合（Windows 7 のデフォルト設定）、起動スクリプトを管理者権
限で実行する必要があります。

– （UNIX または Linux）./start.sh
– （OS X） ./start.command
アプリケーションは、開始するまで数分かかります。

2. Web ブラウザに以下の URL を入力します。
http://localhost:3434/cars-app

NOTE

Forward Cars ではポート 3434 を使用するため、他のアプリケーションで使用することはできません。この
ポートが使用可能でない場合、Forward Cars は正常に起動しません。

ホーム ページが表示されます。
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手順 2 - インベントリ検索の実行

検索機能を使用して、詳細な検索条件を設定し、特定の車両を探します。

以下の手順に従います。

1. ホーム画面から［Inventory Search （インベントリの検索］をクリックします。
すべての参照可能な車両が表示されます。

2. 特定のメーカーの車両を検索するには、［Make （メーカー）］列の名前をクリックします。この例で
は、［Audi］をクリックします。
Audi の全モデルが表示されます。

 
3. 検索をクリアするには、左の列の［Make］名（Audi）をクリックします。

すべての車両が再度表示されます。
4. テキストを使用して、特定の車両の詳細を検索することもできます。［Search （検索）］ボックスには、キーワー
ドや単語（Blackなど）をカンマで区切って入力します。［Clear Search （検索のクリア）］をクリックすると、す
べての車両が再度表示されます。
検索結果が何も表示されない場合、検索条件に一致する車両はありません。［Clear Search （検索のクリア）］をク
リックし、再度試してください。

NOTE

検索可能なキーワードを特定するには、任意の車両の［詳細の表示］をクリックします。表示される一意の識
別子は、テキスト検索で使用できます。
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手順 3 - エンタープライズ サービス バスの場所の変更

デフォルトのインストールでは、ほとんどのトランザクションはポート 7000 で実行されている Enterprise Service Bus
（ESB）経由でルーティングされます。仮想サーバ環境で Forward Cars を使用している場合は、ESB の場所を変更でき
ます。

以下の手順に従います。

1. ホーム ページで、［Inventory Search （インベントリの検索）］をクリックします。
すべての参照可能な車両が表示されます。

2. 左上隅の［Lock （ロック）］アイコンをクリックします。

管理機能が表示されます。
3. URL のテキスト フィールドに新しいホスト アドレスを入力します。この例では、「7001」と入力します。
4. ［Set ESB （ESB の設定）］をクリックします。
5. Web ブラウザをリフレッシュします。

7001 は、ホスト アドレスに含まれます。仮想環境では、アドレスが正当だった場合、Forward Cars は新しいデータ
ベースの場所からのルーティングを要求するようになります。

6. ホスト アドレスに再度 7000 を設定し、［Set ESB （ESB の設定）］をクリックします。
7. Web ブラウザをリフレッシュします。

手順 4 - 自動車の追加

自動車をインベントリ データベースに追加します。

以下の手順に従います。

1. ホーム ページで、［Inventory Search （インベントリの検索）］をクリックします。
すべての参照可能な車両が表示されます。

2. ［Lock （ロック）］アイコンをクリックします。
管理機能が表示されます。

3. ［Add a Car （自動車の追加）］をクリックします。

［Create Car （自動車の作成）］ページが開きます。
4. ［Populate Form （フォームの入力）］をクリックします。
フィールドに入力されます。

5. ［Create （作成）］をクリックし、新しい自動車をデータベースに追加します。
「car created」というメッセージがページの上部に表示されます。新しい自動車がページの下部に表示されます。
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手順 5 - 自動車情報の編集

データベース内の既存の自動車の詳細を編集します。

以下の手順に従います。

1. ホーム ページで、［Inventory Search （インベントリの検索）］をクリックします。
すべての参照可能な車両が表示されます。

2. ［Lock （ロック）］アイコンをクリックします。
管理機能が表示されます。

3. ［Edit （編集）］をクリックして、自動車を編集 します。
［Edit （編集）］ウィンドウが開きます。

4. 1 つ以上のフィールドを編集して、［保存］をクリックします。
新しい情報で車両が更新されます。
「car updated」というメッセージがページの上部に表示されます。  

手順 6 - 自動車の削除

自動車をインベントリから削除します。

以下の手順に従います。

1. ホーム ページで、［Inventory Search （インベントリの検索）］をクリックします。
すべての参照可能な車両が表示されます。

2. ［Lock （ロック）］アイコンをクリックします。
管理機能が表示されます。

3. ［Delete （削除）］をクリックして、自動車を削除します。
4. ［OK］をクリックします。
車両がインベントリから削除されます。
「car deleted」というメッセージがページの上部に表示されます。
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手順 7 - VIN による車両履歴レポートのルックアップ

VIN を使用して車両の履歴レポートを検索します。

以下の手順に従います。

1. ホーム ページで、［Inventory Search （インベントリの検索）］をクリックします。
すべての参照可能な車両が表示されます。

2. 履歴レポートを表示する車両を検索します。［View Details （詳細の表示）］をクリックします。
［Car Detail （車両の詳細）］ウィンドウが開きます。

3. ウィンドウの下部の［VIN］をクリックします。

VIN は、［Vehicle History Report （車両の履歴レポート）］ ページで事前に設定されます。
4. ［Lookup （ルックアップ）］をクリックします。
車両の履歴レポートが更新され、選択した車両の履歴レポートが表示されます。

5. ホーム画面から直接 VIN を検索することもできます。最初に、車両の履歴レポート ページで VIN をコピーします。
6. ［Home （ホーム）］をクリックしてホーム ページに戻ります。
7. ［VIN Lookup （VIN ルックアップ）］をクリックします。
車両の履歴レポート ページが表示されます。

8. VIN を入力し、［Lookup （ルックアップ）］をクリックします。
車両の履歴レポートが更新され、選択した車両の履歴レポートが表示されます。

手順 8 - Forward Cars へのログイン

事前に定義されているユーザ名 lisa.simpson を使用します。

以下の手順に従います。

1. 右上隅の［Guest （ゲスト）］をクリックし、［Log In （ログイン）］を選択します。
2. ［名前］フィールドに「lisa.simpson」と入力します。
3. ［パスワード］フィールドに「golisa」と入力します。
4. ［サインイン］をクリックします。
ホーム ページが開きます

ホーム ページには、［Inventory Search （インベントリの検索）］、［VIN Lookup （VIN ルックアップ）］、［Loan
Application （ローンの申請）］、［Loan Status （ローン ステータス）］、［Log Out （ログアウト）］ などの実行
可能なさまざまな操作のボタンが表示されます。

NOTE

ブラウザ ウィンドウをリフレッシュした場合は、再度ログインする必要があります。

手順 9 - 自動車ローンの申請

Forward Cars では、自動車ローンを申請するユーザの信用調査を行います。最初にログインする必要があります。

以下の手順に従います。

1. ホーム ページで、［Loan Application （ローンの申請）］をクリックします。
この財務アプリケーションでは、Lisa Simpson が表示されています。

2. ［適用］をクリックします。
「Application Submitted」というメッセージが表示されます。

3. ［OK］をクリックします。

特定の自動車の詳細を表示しているときにローンを申請することも可能です。
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以下の手順に従います。

1. ログインしていることを確認します。
2. ホーム ページで、［Inventory Search （インベントリの検索）］をクリックします。
3. ［Inventory （インベントリ）］ページで、対象の自動車について［View Details （詳細の表示）］をクリックしま
す。
［Car Detail （車両の詳細）］ページが開きます。

4. ［Auto Finance （自動車ファイナンス）］をクリックします。
この財務アプリケーションでは、Lisa Simpson が表示されています。

5. ［適用］をクリックします。
「Application Submitted」というメッセージが表示されます。

6. ［OK］をクリックします。
ホーム ページが開きます。

手順 10 - ローン ステータスの確認

申請したローンのステータスをチェックして、承認されたか否かを確認します。

以下の手順に従います。

1. ホーム ページで、［Loan Status （ローン ステータス）］をクリックします。
［Application Results （申し込み結果）］ページが開きます。

2. Lisa Simpson の記録をクリックします。
ページには、貸し出しの提案が表示されます。

手順 11 - Forward Cars からのログアウト

Web アプリケーションからログアウトするには、右上隅の［Lisa Simpson］をクリックし、［Logout （ログアウ
ト）］を選択します。

チュートリアル 11 - レビュー

このチュートリアルでは、以下について学習しました。

• Forward Cars の起動
• インベントリ検索の実行
• ESB の場所の変更
• 自動車の追加
• 自動車情報の編集
• 自動車の削除
• VIN による車両履歴レポートのルックアップ
• Forward Cars へのログイン
• 自動車ローンの申請
• ローン ステータスの確認
• Forward Cars からのログアウト

Service Virtualization チュートリアル
このセクションには、以下の Service Virtualization チュートリアルが含まれています。
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チュートリアル 1： REST ベースの仮想サービス
DevTest の Home\Projects\Cars v9 フォルダには Service Virtualization を Forward Cars デモ アプリケーションと連携さ
せる方法を確認するのに使用できる関連する自動生成ベースライン テストで REST ベースの仮想サービスを実証するた
めのアーティファクトが含まれています。

手順 1 - DevTest ポータルの起動

以下の手順に従います。

1. エンタープライズ ダッシュ ボード、レジストリ、コーディネータ サーバ、およびシミュレータが実行されているこ
とを確認します。
– ご使用のコンピュータに DevTest サーバがインストールされている場合
– Windows の［スタート］メニューのプログラムのリストから、［DevTest ソリューション］-［エンタープライ
ズ ダッシュボード サーバ］を選択して、エンタープライズ ダッシュボードを起動します。「Grails application
running」というメッセージが表示されるまで待機します。

– Windows の［スタート］メニューのプログラムのリストから、［DevTest ソリューション］-［レジストリ］を選
択して、レジストリを起動します。
コンピュータに DevTest ワークステーションがインストールされている場合は、別のコンピュータで実行されて
いるレジストリを使用します。
Windows の［スタート］メニューのプログラムのリストから、［DevTest ソリューション］-［コーディネータ
サーバ］を選択して、コーディネータ サーバを起動します。

– Windows の［スタート］メニューのプログラムのリストから、［DevTest ソリューション］-［シミュレータ サー
バ］を選択して、シミュレータを起動します。

2. Windows の［スタート］メニューのプログラムのリストから、［DevTest ソリューション］-［ポータル UI］を選択
します。 

3. サポートされているブラウザを開き、「http://localhost:1507/devtest」を入力します。
レジストリがリモート コンピュータ上にある場合は、localhost をそのリモート コンピュータの名前または IP アド
レスに置き換えます。
ポート番号がデフォルト値の 1507 から変更されている場合は、新しいポート番号を使用します。

4. ［ログイン］をクリックします。
［ログイン］ダイアログ ボックスが開きます。有効なユーザ名とパスワードを入力し、［ログイン］をクリックしま
す。

手順 2 - VSE の起動

以下の手順に従います。

• Windows の［スタート］メニューのプログラムのリストから、［DevTest ソリューション］-［仮想サービス環境］
を選択します。
「仮想サービス環境の準備ができました」というメッセージが表示されたら、VSE が初期化されています。

手順 3 - デモ サーバの起動

DevTest と VSE の両方が実行されたら、このチュートリアルを完了するために使用するデモ サーバを起動できます。

以下の手順に従います。

1. Windows の［スタート］メニューのプログラムのリストから、［DevTest ソリューション］-［Cars 例サーバ］を選
択します。
アプリケーションは、開始するまで数分かかります。

2. Web ブラウザに以下の URL を入力します。
/localhost:3434/cars-app

 140

http://localhost:1507/devtest


 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

 

NOTE

Forward Cars ではポート 3434 を使用するため、他のアプリケーションで使用することはできません。この
ポートが使用可能でない場合、Forward Cars は正常に起動しません。

手順 4 - REST ベースの仮想サービスの展開

以下の手順に従います。

1. ポータルに移動します。
2. ［現在のプロジェクト］ページの右上隅のドロップダウンから、［Cars v9］を選択します。
3. 左側のナビゲーション バーから、［管理］-［仮想サービス］を選択します。
4. cars-rest 仮想サービスの横の［操作］列で、［オプション］アイコンを選択し、［展開］を選択します。
［仮想サービスの展開］ウィンドウが表示されます。

5. ［展開］をクリックします。

手順 5 - REST ベースの仮想サービスのモニタ

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション バーから、［モニタ］-［仮想サービス環境］-［VSE］を選択します。
［仮想サービスのモニタ］ウィンドウが表示されます。

2. このプロジェクト用の設定ファイルとして使用されている project.config ファイルで指定されたポート 7001 で
cars-rest 仮想サービスが実行されていることを確認できます。

手順 6 - REST ベースの仮想サービスに対するベースライン テストの実行

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション バーから、［管理］-［テスト］を選択します。
［テストの管理］タブが表示されます。

2. cars-baseline-rest-test テストの横の［操作］列で、［オプション］アイコンを選択し、［オプションを指定して実
行］を選択します。
［テスト ケースの実行］ウィンドウが表示されます。

3. ［設定］フィールドに、project.config ファイルが選択されていることを確認します。
project.config ファイルがポート 7001、または仮想サービスのポートに対してテストを実行するように指定している
ことに注意してください。

4. ［実行］をクリックします。
［Monitoring Tests］タブが表示されます。

5. テストが完了したら、仮想サービスを監視するため［VSE］タブを選択します。
6. 仮想サービスの状態を更新するには、この画面の右上隅にある［リフレッシュ］アイコンをクリックします。
この仮想サービスのトランザクション数が 7 を示している場合、テストは仮想サービスに対して 7 つのトランザク
ションを実行していることを示しています。

手順 7 - ライブ Forward Cars アプリケーションに対するベースライン REST ベース テストの実行

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション バーから、［管理］-［テスト］を選択します。
［テストの管理］タブが表示されます。

2. cars-baseline-rest-test テストの横の［操作］列で、［オプション］アイコンを選択し、［オプションを指定して実
行］を選択します。
［テスト ケースの実行］ウィンドウが表示されます。
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3. ［設定］フィールドに、live-esb.config ファイルが選択されていることを確認します。
live-esb.config ファイルがポート 7000、またはライブ Forward Cars アプリケーションのポートに対してテストを実
行するように指定していることに注意してください。

4. ［実行］をクリックします。
［Monitoring Tests］タブが表示されます。

5. テストが完了したら、仮想サービスを監視するため［VSE］タブを選択します。
6. 仮想サービスの状態を更新するには、この画面の右上隅にある［リフレッシュ］アイコンをクリックします。
この仮想サービスのトランザクション数が 7 を示したままの場合、終了したテストが仮想サービスに対してトランザ
クションを 1 つも実行していないことを示しています。

チュートリアル 2: DevTest ポータルを使用した JMS 仮想サービス
このチュートリアルでは、DevTest ポータルを使用して JMS 経由で、ローン アプリケーション仮想サービスを使用する
方法について説明します。DevTestの Home\Projects\Cars v9 フォルダには、JMS を使用した Forward Cars アプリケー
ションにローン アプリケーションを適用する仮想サービスを実証するアーティファクトが含まれています。

手順 1 - DevTest ポータルの起動

以下の手順に従います。

1. エンタープライズ ダッシュ ボード、レジストリ、コーディネータ サーバ、およびシミュレータが実行されているこ
とを確認します。
– ご使用のコンピュータに DevTest サーバがインストールされている場合
– Windows の［スタート］メニューのプログラムのリストから、［DevTest ソリューション］-［エンタープライズ
ダッシュボード サーバ］を選択します。「Grails application running」というメッセージが表示されるまで待機し
ます。

– Windows の［スタート］メニューのプログラムのリストから、［DevTest ソリューション］-［レジストリ］を選
択します。
コンピュータに DevTest ワークステーションがインストールされている場合は、別のコンピュータで実行されて
いるレジストリを使用します。

– Windows の［スタート］メニューのプログラムのリストから、［DevTest ソリューション］-［コーディネータ
サーバ］を選択します。

– Windows の［スタート］メニューのプログラムのリストから、［DevTest ソリューション］-［シミュレータ サー
バ］を選択します。

2. Windows の［スタート］メニューのプログラムのリストから、［DevTest ソリューション］-［ポータルUI］を選択
します。

3. サポートされているブラウザを開き、「http://localhost:1507/devtest」を入力します。
レジストリがリモート コンピュータ上にある場合は、localhost をそのリモート コンピュータの名前または IP アド
レスに置き換えます。
ポート番号がデフォルト値の 1507 から変更されている場合は、新しいポート番号を使用します。

4. ［ログイン］をクリックします。
［ログイン］ダイアログ ボックスが開きます。有効なユーザ名とパスワードを入力し、［ログイン］をクリックしま
す。

手順 2 - VSE の起動

以下の手順に従います。

• Windows の［スタート］メニューのプログラムのリストから、［DevTest ソリューション］-［仮想サービス環境］
を選択します。
「仮想サービス環境の準備ができました」というメッセージが表示されたら、VSE が初期化されています。
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手順 3 - JAR ファイルのコピー

2 つの JAR ファイルは、JMS ベースの仮想サービスを展開するために必要であり、DevTest ディレクトリにコピーする
必要があります。

以下の手順に従います。

1. 以下のファイルをインターネットからダウンロードします。
– activemq-client-5.12.1.jar
– hawtbuf-1.11.jar

2. 以下のディレクトリにそれらをコピーします。
DEVTEST_HOME\hotDeploy

手順 4 – プロキシ JMS キューを使用するための Forward Cars の設定

以下の手順に従います。

1. Forward Cars が実行されている場合は、アプリケーションを停止します。
2. DEVTEST_HOME\DemoServer\carsdemo \cars-loan.properties を開きます。
3. JMS サービスの記録と再生を有効にするため、プロキシ JMS の宛先をポイントするように以下のプロパティを次の
ように編集します。
cars.partner.responseQueue=PROXY.CARS.PARTNER.RESPONSE
cars.partner.bofaRequestQueue=PROXY.CARS.PARTNER.BOFA
cars.partner.chaseRequestQueue=PROXY.CARS.PARTNER.CHASE
cars.partner.citiRequestQueue=PROXY.CARS.PARTNER.CITI

4. コマンド ラインから Forward Cars を起動します。DEVTEST_HOME\DemoServer\carsdemo ディレクトリに移動
し、オペレーティング システムのスクリプトを起動します。
– （Windows） start.bat

Windows コンピュータで UAC が有効になっている場合（Windows 7 のデフォルト設定）、起動スクリプトを管
理者権限で実行する必要があります。

– （UNIX または Linux）./start.sh
– （OS X/）./start.command
アプリケーションは、開始するまで数分かかります。

5. Web ブラウザに以下の URL を入力します。
/localhost:3434/cars-app
ホーム ページが開きます。Forward Cars ではポート 3434 を使用するため、他のアプリケーションで使用することは
できません。このポートが使用可能でない場合、Forward Cars は正常に起動しません。

手順 5 - ローン アプリケーションの仮想サービスの展開

以下の手順に従います。

1. ポータルに移動します。
2. ［現在のプロジェクト］ページの右上隅のドロップダウンから、［Cars v9］を選択します。
3. 左側のナビゲーション バーから、［管理］-［仮想サービス］を選択します。
4. loan-offers 仮想サービスの横の［アクション］列で、［オプション］アイコンを選択し、次に［展開］を選択しま
す。
［仮想サービスの展開］ウィンドウが表示されます。

5. ［Deploy］をクリックします。
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手順 6 - 仮想サービスのモニタ

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション バーから、［モニタ］-［VSE］-［仮想サービス環境］を選択します。
［仮想サービスのモニタ］ウィンドウが表示されます。

2. cars-loan.propertie ファイル（手順 4）で指定したプロキシ JMS 宛先で融資仮想サービスが実行されていることを確
認できます。

ステップ 7 – Forward Cars でのローン アプリケーションの適用

以下の手順に従います。

1. Forward Cars に移動します。
2. ホームページから、右上隅の［ゲスト］をクリックし、［ログイン］を選択します。
3. ［Name （名前）］フィールドに「 lisa.simpson」と入力します。
4. ［パスワード］フィールドに「golisa」と入力します。
5. ［サインイン］をクリックします。
ホーム ページが開きます。

6. ホーム ページで、［Loan Application （ローンの申請）］をクリックします。
この財務アプリケーションでは、Lisa Simpson が表示されています。

7. ［Apply （適用）］をクリックします。
「Application Submitted」というメッセージが表示されます。

8. ［OK］をクリックします。

ここで、手順 6 を繰り返し実行する場合、仮想サービスがローン応答を返していることを示す、起動しているトランザ
クション数を確認することができます。

手順 8 - ローン ステータスの確認

申請したローンのステータスをチェックして、承認されたか否かを確認します。

以下の手順に従います。

1. ホーム ページで、［Loan Status （ローン ステータス）］をクリックします。
［Application Results （申し込み結果）］ページが開きます。

2. ［First Name（名）］フィールドで「Lisa」をクリックします。
［Application Results （申し込み結果）］ページには、貸し出しの提案が表示されます。

チュートリアル 3: DevTest ワークステーションを使用した JMS 仮想サービス
このチュートリアルでは、Forward Cars アプリケーションを使用して、ローン アプリケーションの JMS レコーディン
グを作成する方法について説明します。 ソリューションが（チュートリアル 2で）提供する事前に記録された融資サー
ビスを使用しない場合は、  ワークステーションを使用して独自の仮想サービスを作成できます。

手順 1 – JAR ファイルのコピー

2 つの JAR ファイルは、JMS ベースの仮想サービスを展開するために必要であり、DevTest ディレクトリにコピーする
必要があります。

以下の手順に従います。

1. cars .war ファイルから以下のファイルを抽出するか、インターネットからダウンロードします。
– activemq-client-5.12.1.jar
– hawtbuf-1.11.jar
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2. 以下のディレクトリにそれらをコピーします。
DEVTEST_HOME\hotDeploy

手順 2 – プロキシ JMS キューを使用するための Forward Cars の設定

以下の手順に従います。

1. Forward Cars が実行されている場合は、アプリケーションを停止します。
2. DEVTEST_HOME\DemoServer\carsdemo \cars-loan.properties を開きます。
3. JMS サービスの記録と再生を有効にするため、プロキシ JMS の宛先をポイントするように以下のプロパティを次の
ように編集します。
cars.partner.responseQueue=PROXY.CARS.PARTNER.RESPONSE
cars.partner.bofaRequestQueue=PROXY.CARS.PARTNER.BOFA
cars.partner.chaseRequestQueue=PROXY.CARS.PARTNER.CHASE
cars.partner.citiRequestQueue=PROXY.CARS.PARTNER.CITI

4. Forward Cars を起動します。DEVTEST_HOME\DemoServer\carsdemo ディレクトリに移動し、オペレーティング
システムのスクリプトを起動します。
– （Windows） start.bat

Windows コンピュータで UAC が有効になっている場合（Windows 7 のデフォルト設定）、起動スクリプトを管
理者権限で実行する必要があります。

– （UNIX または Linux）./start.sh
– （OS X/）./start.command
アプリケーションは、開始するまで数分かかります。

5. Web ブラウザに以下の URL を入力します。
/localhost:3434/cars-app
ホーム ページが開きます。Forward Cars ではポート 3434 を使用するため、他のアプリケーションで使用することは
できません。このポートが使用可能でない場合、Forward Cars は正常に起動しません。

手順 3 - DevTest ワークステーションを開く

以下の手順に従います。

1. ［スタート］-［すべてのプログラム］-［DevTest Solutions］-［エンタープライズ ダッシュボード サーバ］をク
リックして、エンタープライズ ダッシュボードを起動します。「Grails application running」というメッセージが表
示されるまで待機します。

2. ［スタート］-［すべてのプログラム］-［DevTest ソリューション］-［レジストリ］をクリックしてレジストリを起
動します。

3. ［スタート］-［すべてのプログラム］-［DevTest ソリューション］-［ワークステーション］をクリックします。
［DevTest レジストリの設定］ダイアログ ボックスが表示されます。

4. レジストリを選択し、［OK］をクリックします。
5. ［ログイン］ダイアログ ボックスが開きます。有効なユーザ名とパスワードを入力し、［ログイン］をクリックしま
す。
DevTest ワークステーションが表示されます。

6. ［スタート］-［すべてのプログラム］-［DevTest ソリューション］-［仮想サービス環境］をクリックして Service
Virtualization を起動します。

手順 4 – Forward Cars でのローン アプリケーションに適用する JMS セッションのレコーディング

以下の手順に従います。

1. ワークステーションで Cars v9 プロジェクトを開きます。プロジェクトは DEVTEST_HOME\Projects\ フォルダにあ
ります。

2. Project.config ファイルをダブルクリックします。［アセット］パネルに JMS アセットが表示されます。
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3. アセットを確認してレコーディングおよび再生が正しく設定されていることを確認できます。アセットをダブルク
リックし、アセット エディタで、緑色の［検証］ボタンをクリックします。

4. ログ ウィンドウを表示して、成功か失敗かを示すメッセージを確認します。
5. メイン ツールバーの［VSE レコーダ］をクリックします。
6. ［基本］タブで、ウィンドウの左下にある青いフォルダアイコンをクリックします。
7. Projects\Cars v9\Data に移動し、loan-offers-jms.vrs ファイルを選択します。このファイルには、レコーディング用
の必要な設定が含まれています。

8. ［開く］をクリックします。
9. ［基本］タブの［イメージの書き込み先］フィールドで、ファイルの名前を newimage から一意の名前に変更しま
す。

10.［モデル ファイル］フィールドで、.vsm 拡張子を持同じつ一意の名前を入力します。
11.［Next］をクリックします。
プロキシ レコーダ セットアップ ページが表示されます。JMS 関連の設定はすでに確立されています。
ローンの 3 つの要求チャネルは cars loan.properties ファイル（手順 2）で指定されている 3 つの異なる銀行に送信さ
れます。レコーダがそれらの要求をライブ要求キューに転送し、そこで Forward Cars アプリケーションによって処
理されます。銀行は、それらを処理し、プロキシ応答キューに応答を返します。

12.［次へ］をクリックして、レコーディング セッションを開始します。
レコーディング フィードバック ページが表示されます。緑のステータス アイコンは、セットアップが成功したこと
を示します。

13.ワークステーションを開いたままにすると、レコーディング フィードバック ページが表示されます。

手順 5 – Forward Cars でのローン アプリケーションの適用

以下の手順に従います。

1. Forward Cars に移動します。
2. ホームページから、右上隅の［ゲスト］をクリックし、［ログイン］を選択します。
3. ［Name （名前）］フィールドに「 lisa.simpson」と入力します。
4. ［パスワード］フィールドに「golisa」と入力します。
5. ［サインイン］をクリックします。
ホーム ページが開きます。

6. ホーム ページで、［Loan Application （ローンの申請）］をクリックします。
この財務アプリケーションでは、Lisa Simpson が表示されています。

7. ［Apply （適用）］をクリックします。
「Application Submitted」というメッセージが表示されます。

8. ［OK］をクリックします。
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手順 6 -  ワークステーションでの JMS レコーディングの完了

以下の手順に従います。

1. ワークステーションに戻ると、［サマリ］タブのテーブルに、各要求チャネルおよび応答チャネルがリスト表示され
ます。
Forward Cars で生成された各ローン申請への応答に対応して Bank Partners 応答チャネルが 3 つに増加していること
に注意してください。

2. ［次へ］をクリックしてレコーディングを終了します。
3. 要求および応答データ プロトコルをそのまま保持して、［次へ］をクリックします。
4. ［残りのトランザクション］に、各銀行の 3 つの要求が表示されます。［トークン識別］にローン申請の 3 つの応答
が表示されます。

5. ［次へ］をクリックし、［終了］をクリックします。
6. DevTest ワークステーションの［プロジェクト］パネルで、VirtualServices フォルダの下に新しい JMS サービス イ
メージと仮想サービス モデルが表示されます。

手順 7 – Forward Cars ID のマジック ストリングへの変更

レコーディングが完了したら、正しく再生できるように、アプリケーション ID のマジック ストリングを変更する必要が
あります。

以下の手順に従います。

1. ワークステーションのプロジェクト パネルで、作成した新しい仮想サービス イメージをダブルクリックします。
［トランザクション］ページが表示されます。

2. 右側の［応答］パネルに、要求に対する応答が表示されます。サービスを展開して、ローン アプリケーションに申請
したときに、［応答］パネルに表示される <applicationId> がデフォルトの（またはメタ）応答に変更される必要があ
ります。この例では、アプリケーション ID は 2 です。

2 を以下のマジック ストリングに置き換えます。
{{=request_applicationId;}}

3. ［保存］アイコンをクリックします。

JMS サービス イメージを記録したので、 ワークステーションまたは  ポータルから展開できます。

チュートリアル 4: HTTP/S 仮想サービス
この Service Virtualization チュートリアルでは、以下のことを行います。

• 設定ファイルの作成およびアクティブ化
• VSE レコーダの設定
• テスト ケースの記録
• 仮想サービス モデルの展開
• 仮想サービス モデルのテスト

このセクションには、以下のページがあります。
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前提条件

以下の手順が、このチュートリアルを完了するための前提条件となります。

• および VSE がインストールされている。
• 以下のページを確認した。

– 用語集
– Service Virtualization の使用
– サービス仮想化について

VSI を作成およびテストするためのプロセス

前提条件が満たされたら、以下の手順に従います。

• 手順 1 - DevTest ワークステーションの起動
• 手順 2 - VSE の起動
• 手順 3 - デモ サーバの起動
• 手順 4 - テスト ケースの実行
• 手順 5 - 設定ファイルの作成
• 手順 6 - 設定ファイルのアクティブ化
• 手順 7 - VSE レコーダの設定
• 手順 8 - テスト ケースの記録
• 手順 9 - 仮想サービス モデルの展開
• 手順 10 - 仮想サービス モデルのテスト
• チュートリアルの復習

手順 1 - DevTest ワークステーションおよびポータルの起動
以下の手順に従います。

1. レジストリが実行されていることを確認します。
– コンピュータに  がインストールされている場合
– Windows の［スタート］メニューのプログラムのリストから、［DevTest Solutions］-［エンタープライズ ダッ
シュボード サーバ］を選択して、エンタープライズ ダッシュボードを起動します。「Grails application running」
というメッセージが表示されるまで待機します。

– Windows の［スタート］メニューのプログラムのリストから、［DevTest Solutions］-［レジストリ］を選択し
て、レジストリを起動します。 

– コンピュータに  がインストールされている場合は、別のコンピュータで実行されているレジストリを使用しま
す。

2. Windows の［スタート］メニューのプログラムのリストから、［DevTest Solutions］-［ ポータル UI］を選択しま
す。 

3. Windows の［スタート］メニューのプログラムのリストから、［ DevTest Solutions ］-［ワークステーション］を
選択します。 
［ レジストリの設定］ダイアログ ボックスが表示されます。

4. レジストリを選択し、［OK］をクリックします。
5. ［ログイン］ダイアログ ボックスが開きます。有効なユーザ名とパスワードを入力し、［ログイン］をクリックしま
す。

6. 「手順 2 - VSE の起動」に進みます。
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手順 2 - VSE の起動
以下の手順に従います。

1. ［スタート］-［すべてのプログラム］-［DevTest Solutions］-［Virtual Service Environment］をクリックします。
「仮想サービス環境の準備ができました」というメッセージが表示されたら、VSE が初期化されています。

2. 「手順 3 - デモ サーバの起動」に進みます。

手順 3 - デモ サーバの起動
と VSE の両方が実行されたら、このチュートリアルを完了するために使用するデモ サーバを起動できます。

以下の手順に従います。

1. Windows の［スタート］メニューのプログラムのリストから、［DevTest Solutions］-［ デモ サーバ］を選択しま
す。
「Started in XXs:YYms」というメッセージが表示されたら、デモ サーバが起動しています。

2. 「手順 4 - テスト ケースの実行」に進みます。

手順 4 - テスト ケースの実行
Bank が使用可能であることを確認するには、対話型テスト ラン（ITR）でテスト ケースを実行します。

以下の手順に従います。

1. プロジェクト パネルで、［webservices.tst］をダブルクリックします。
webservices テスト ケースがタブで開きます。

2. ［ITR］

をクリックして ITR を開きます。
3. デモ サーバに対してテスト ケースを実行するには、［自動的にテストを実行］

をクリックします。
テストが正常に完了した場合、デモ サーバが使用可能であり、テスト ケースが正しく実行されたことがわかりま
す。

4. ITR ウィンドウを閉じます。
5. エディタ タブで［X］をクリックして、テスト ケースを閉じます。
6. 「手順 5 - 設定ファイルの作成」に進みます。

手順 5 - 設定ファイルの作成
webservices テスト ケースは、ソース アプリケーション ドライバです。 で VSE レコーダを使用して、このテスト
ケースのトランザクションをリスンおよび記録します。ソース クライアント アプリケーションとライブ システムの間に
VSE レコーダを挿入します。ライブ  Bank システム Web サービスは、ローカルホストのポート 8080 で実行されます。
エンドポイントが VSE レコーダのリスン ポート（8001）を使用するように、エンドポイントを設定します。レコーダ
は、ポート 8080 上のライブ Web サービス アプリケーションに対する要求/応答の送受信をインターセプトします。

テスト ケースの各ステップには、そのステップのエンドポイントを指定できるフィールドが含まれています。デフォル
トでは、 は、{{ENDPOINT1}} プロパティを使用してこのエンドポイントを定義します。エンドポイントをハード コード
せずにプロパティを使用することにより、プロジェクト設定の {{ENDPOINT1}} 値を変更することで、各ステップのエン
ドポイントを迅速に変更できます。
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デフォルト設定には project.config という名前が付けられ、新しいプロジェクトに対して自動的に作成されま
す。project.config ファイルは、プロジェクト パネルの Configs フォルダにあります。また、設定ファイルを作成するこ
ともできます。

以下の手順に従います。

1. ［プロジェクト］パネルで Configs フォルダを右クリックし、［新規設定の作成］を選択します。
2. 新しい設定の名前として、「VSRecorder」と入力します。
3. ［OK］をクリックします。
プロパティ エディタで VSRecorder の設定ファイルが開きます。

設定ファイルにプロパティ追加する方法

1. 行を追加するには、プロパティ エディタの下部にある［追

加］をクリックします。
2. ［キー］フィールドから「ENDPOINT1」を選択します。
3. ［値］フィールドに以下の値を入力します。

http://localhost:8001/itkoExamples/EJB3UserControlBean?wsdl 

NOTE
テスト ケースのポート（8080）は、VSE レコーダのリスン ポート（8001）に変更されます。レコーダ
は、ポート 8080 上のライブ Web サービス アプリケーションに対する要求/応答の送受信をインターセプト
できます。

4. メイン ツールバーの［保存］をクリックします。
5. 設定ファイルを閉じるには、エディタ タブの［X］をクリックします。
6. 「手順 6 - 設定ファイルのアクティブ化」に進みます。

 

次の手順に進みます。

手順 6 - 設定ファイルのアクティブ化
で、プライマリまたはアクティブな設定ファイルとして新しく作成された設定ファイルを使用するには、設定ファイル
をアクティブにします。

設定ファイルをアクティブにする方法

1. プロジェクト パネルで、［VSRecorder］設定ファイルを右クリックします。
2. ［アクティブ化］を選択します。

VSRecorder 設定ファイルの ENDPOINT1 値が使用されていることを確認する方法

1. プロジェクト パネルで、［webservices］テスト ケースをダブルクリックします。
エディタが開きます。

2. ［Add User］テスト ステップをダブルクリックし、エンドポイントがポート 8001 に設定されていることを確認し
ます。
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3. 「手順 7 - VSE レコーダの設定」に進みます。

手順 7 - VSE レコーダの設定
エンドポイントを設定したら、VSE レコーダを設定することができます。

以下の手順に従います。

1. メイン ツールバーの［VSE レコーダ］をクリックします。
［基本］タブで、データを格納する仮想サービス イメージの設定を行います。トランザクション ワークフロー モデ
ルを作成する仮想サービス モデルの設定を行います。

2. ［イメージの書き込み先］フィールドのデフォルトのサービス イメージ名（newimage.vsi）を、VSETutorial.vsi に置
き換えます。

3. ［インポート トラフィック］フィールドを空白のままにします。
このチュートリアルでは、既存のトラフィック ファイルをインポートしません。

4. トランスポート プロトコルに［HTTP/S］を選択します。
このチュートリアルでは、社会保障番号や銀行口座番号などの機密データを渡さないため、データを非識別化しませ
ん。［エクスポート先］フィールド（レコーディングの RAW トラフィック ファイルをエクスポートするために使
用）に移動します。エクスポートされたファイルは、レコーディング セッション全体の RAW バックアップの役割を
果たします。

5. ［参照］をクリックして、ファイルに「rt_VSETutorial」という名前を付け、VServices フォルダに保存します。
「rt_」というプレフィックスは、このファイルが RAW トラフィック ファイルであることを示しています。

6. ［参照］をクリックして、仮想サービス モデル ファイルを作成します。
7. 「VSETutorial」という名前を入力し、［保存］をクリックします。
8. ［VS モデル スタイル］の選択内容をそのままにして、［次へ］をクリックします。
次のウィンドウで、レコーダのポートを指定します。

9. デフォルトでは、レコーダは、VSRecorder 設定ファイルでエンドポイントとして設定したポート 8001 でリスンお
よび記録します。［ターゲット ホスト］フィールドに［localhost］を追加します。

10.［ターゲット ポート］（ライブ  Bank システム トランザクションが実行されるポート）を「8080」に更新します。
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11.［レコーダ転送方式］で［ゲートウェイ］オプションを選択します。
これらの設定が完了したら、レコーディングを開始することができます。

12.［Next］をクリックします。
13.「手順 8 - テスト ケースの記録」に進みます。

手順 8 - テスト ケースの記録
以下の手順に従います。

1. ［次へ］をクリックして、レコーディングを開始します。
ウィンドウに表示されているように、レコーダは、ポート 8001 でターゲット ポート 8080 をリスンします。ウィン
ドウには、セッションおよびトランザクション数が表示されます。テスト ケースはまだ実行されていないため、数は
0 です。テスト ケースの実行が完了すると、このウィンドウには 3 つトランザクションがカウントされます。

2. で、テスト ケースのタブをクリックして ITR を開き、ステップを自動で実行します。
3. レコーダに移動し、3 つのトランザクションが正常に記録されたことを確認します。
テスト ケースが記録されたら、［次へ］をクリックしてレコーディング セッションを終了します。 はレコーディン
グを処理し、トランザクションのリストを示します。より高度な仮想サービス トランザクションでは、次のウィン
ドウでポストレコーディング モデルとデータを変更します。このテスト ケースでは、続行する準備ができているた
め、［次へ］をクリックします。
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次のウィンドウでは、ベース パス、バインディング、およびロジックは正しく設定されています。
4. ［Next］をクリックします。
次のウィンドウは、Web サービス（SOAP）データ プロトコル ハンドラが要求側に選択されたことを示していま
す。

5. この選択内容を変更せずに、［次へ］をクリックします。
6. 次のウィンドウでは変更を行わず、Enter を押します。

 はレコーディングを最終処理し、仮想サービス モデルと仮想サービス イメージ ファイルを作成します。

これらの各ファイルは、 で開いて編集できます。
7. 仮想サービス モデルおよび仮想サービス イメージ ファイルを参照するには、［サービス イメージを開く］および
［生成された仮想サービス モデルを開く］チェック ボックスをオンにします。

8. ［Finish］をクリックします。
はレコーダを閉じ、 で選択されたファイルを開きます。

9. 「手順 9 - 仮想サービス モデルの展開」に進みます。

手順 9 - 仮想サービス モデルの展開
仮想サービス モデル（VSM）を展開する方法

1. デモ サーバ ウィンドウを閉じるには、右上隅の X をクリックします。
このウィンドウを閉じると、LISA Bank をホストしているデモ サーバがシャットダウンされます。このシャットダウ
ンでは、テスト中のシステムのないテスト ケースが残され、作成した仮想サービスが使用可能になります。

2. を開き、仮想サービスを管理する UI を提供する  ポータルを開きます。
3. ［モニタ］-［仮想サービス］-［VSE］の順にクリックします。
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4. で、プロジェクト パネルの［VSETutorial］仮想サービス モデルを右クリックし、［VSE に展開/再展開］を選択し
ます。
［仮想サービスの展開］ダイアログ ボックスでは、仮想サービス モデルおよび VSRecorder 設定ファイルが選択さ
れています。［グループ タグ］は空白です。［同時実行数］が 1 に設定され、［反応時間スケール］が 100% であ
り、［サービスが終了した場合、自動的に再起動する］チェック ボックスがオンになっています。［展開時にサービ
スを開始する］チェック ボックスがオンになっているため、仮想サービスを展開すると、その仮想サービスが開始さ
れます。
このモデルおよび設定を共有するか、またはリモートで展開するには、必要に応じて［MAR として保存］をクリッ
クして MAR ファイルを作成し、モデルを配布します。あらかじめ入力されている設定はすべて正しいため、［展
開］をクリックすると仮想サービスが展開され、 ポータルに表示されます。

5. ポータルに戻るには、ブラウザの［ ポータル］タブをクリックします。
［VSE］タブに、VSETutorial 仮想サービス モデルが表示されます。
仮想サービスが開始され、トランザクションを処理する準備が整います。トランザクションは、［トランザクション
数］列で追跡されます。サービスは、最初、処理したトランザクション数を 0 と表示します。

6. テスト ケースを実行し、このウィンドウに戻ります。
7. 「手順 10 - 仮想サービス モデルのテスト」に進みます。

手順 10 - 仮想サービス モデルのテスト
仮想サービス モデル（VSM）をテストする方法

1. webservices テスト ケースを開き、ITR でそれを実行します。
2. ITR が完了したら、仮想サービスに戻ります。
現在、トランザクション数は 3 であり、仮想サービスのテストを行っていることを確認できます。

NOTE
また、仮想サービスに対するテスト ケースまたはスイートをステージングし、実行できます。
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3. で、プロジェクト ペインで［webservices］テスト ケースを右クリックし、［クイック テストのステージング］を選
択します。

4. ［インスタンス数］に「10」と入力します。
5. ［テストが終了したら再起動する］チェック ボックスをオフにし、［OK］をクリックします。
6. テスト モニタ ウィンドウで［再生］をクリックし、テストを実行します。

10 のインスタンスでテスト ケースを実行した後に  ポータルに戻ると、トランザクション数が 33 と表示されます。

7. 「チュートリアルの復習」に進みます。

チュートリアルの復習
このチュートリアルでは、VSE の基本的な機能を確認するために仮想サービスを作成およびテストしました。

このチュートリアルでは、以下のことを行いました。

• 設定ファイルの作成およびアクティブ化
• VSE レコーダの設定
• テスト ケースの記録
• 仮想サービス モデルの展開
• ITR の使用、仮想サービス モデルに対するテストのステージング
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チュートリアル 5： WSDL からの仮想サービス
このチュートリアルでは、 ポータルを使用して、WSDL ドキュメントから仮想サービスを作成する方法について
説明します。この仮想サービスを作成するには、インストール ディレクトリの examples フォルダに含まれている
creditreport.wsdl ファイルを使用します。

手順 1 - DevTest ポータルの起動

1. エンタープライズ ダッシュボード、レジストリ、コーディネータ サーバ、およびシミュレータが実行されているこ
とを確認します。
ご使用のコンピュータに DevTest サーバがインストールされている場合
– Windows の［スタート］メニューのプログラムのリストから、［DevTest ソリューション］-［エンタープライズ
ダッシュボード サーバ］を選択します。「Grails application running」というメッセージが表示されるまで待機し
ます。

– Windows の［スタート］メニューのプログラムのリストから、［DevTest ソリューション］-［レジストリ］を選
択します。

コンピュータに DevTest ワークステーションがインストールされている場合は、別のコンピュータで実行されている
レジストリを使用します。
– Windows の［スタート］メニューのプログラムのリストから、［DevTest ソリューション］-［コーディネータ
サーバ］を選択します。

– Windows の［スタート］メニューのプログラムのリストから、［DevTest ソリューション］-［シミュレータ サー
バ］を選択します。

2. Windows の［スタート］メニューのプログラムのリストから、［DevTest ソリューション］-［ポータル］を選択し
ます。

3. サポートされているブラウザを開き、「http://localhost:1507/devtest」を入力します。
レジストリがリモート コンピュータ上にある場合は、localhost をそのリモート コンピュータの名前または IP アド
レスに置き換えます。
ポート番号がデフォルト値の 1507 から変更されている場合は、新しいポート番号を使用します。

4. ［ログイン］をクリックします。
［ログイン］ダイアログ ボックスが開きます。有効なユーザ名とパスワードを入力し、［ログイン］をクリックしま
す。

手順 2 - VSE の起動

1. Windows の［スタート］メニューのプログラムのリストから、［DevTest ソリューション］-［仮想サービス環境］
を選択します。
「仮想サービス環境の準備ができました」というメッセージが表示されたら、VSE が初期化されています。

手順 3 - クレジット照会の仮想サービスの作成

1. ポータルに移動します。
2. ［現在のプロジェクト］ページの右上隅のドロップダウンから、［Cars v9］を選択します。
3. 左側のナビゲーション バーから、DevTest ポータルの左側のナビゲーション メニューの［作成］-［仮想サービス］
を選択します。

4. ［仕様］をクリックします。
5. 以下のようにして、仮想サービスに関する基本情報を指定します。

a. VSE サーバとして［VSE］を選択します。
b. ［サービス名］フィールドに「credit-inquiry」と入力します。
c. ［説明］フィールドに、「Virtual Credit Inquiry Service for Forward Cars」と入力します。

6. ［ファイルの選択］をクリックし、LISA_HOME/examples/Data ディレクトリの creditreport.wsdl ファイルを選択
します。
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7. ［続行］をクリックします。
8. ［接続およびリソースの設定］ダイアログ ボックスで［終了］をクリックします。
［トランザクションを収集］ペインが表示されます。このペインには、トランザクションと、それらの要求および応
答のリストが表示されます。詳細については、「VSE トランザクションの表示および編集」を参照してください。

9. デフォルトの選択内容をそのまま使用し、［次へ］をクリックします。
［設定］ペインが表示されます。このペインでは、使用するデータ プロトコルを選択できます。詳細については、
「仮想サービスの設定」を参照してください。

10.デフォルトの選択内容をそのまま使用し、［次へ］をクリックします。
［DPH の設定］ペインが表示されます。このペインでは、［設定］ペインで選択したすべてのプロトコルを設定でき
ます。詳細については、「DPH の設定」を参照してください。

11.デフォルトの選択内容をそのまま使用し、［次へ］をクリックします。
［保存］ペインが開きます。

12.［仮想サービスを保存して展開］を選択します。
13.［ベースライン テストの作成］チェック ボックスをオンにします。
14.［Save］をクリックします。
15.仮想サービスが正常に作成されて保存されたことを確認するダイアログ ボックスで、［OK］をクリックします。

手順 4 - 仮想サービスの表示

1. 左側のナビゲーション バーから、［モニタ］-［VSE］-［仮想サービス環境］を選択します。
［仮想サービスのモニタ］ウィンドウが表示されます。

2. クレジット照会の仮想サービスが実行されていることを確認できます。
サービスが実行されていない場合は、クレジット照会サービスの［アクション］列で

をクリックして、［開始］を選択します。
3. 仮想サービスが実行されているポートを確認します。次の手順で、このポート番号が必要になります。
トランザクション数（［トランザクション数］）がゼロであることも確認します。

手順 5 - 仮想サービスを指すための Forward Cars の設定

1. Forward Cars が実行されている場合は、アプリケーションを停止します。
2. LISA_HOME \DemoServer\carsdemo\cars-loan.properties を開きます。
3. （デフォルト ポート 3600 の代わりに）作成した仮想サービスのポートを指すように、以下のプロパティを編集しま
す。
– cars.partner.creditInquiryEndPoint=http://localhost:3600

4. 変更を保存して、プロパティ ファイルを閉じます。
5. Forward Cars を起動します。DEVTEST_HOME\DemoServer\carsdemo ディレクトリに移動し、オペレーティング
システムのスクリプトを起動します。
– （Windows） start.bat

Windows コンピュータで UAC が有効になっている場合（Windows 7 のデフォルト設定）、起動スクリプトを管
理者権限で実行する必要があります。

– （UNIX または Linux）./start.sh
– （OS X/）./start.command
アプリケーションは、開始するまで数分かかります。

6. Web ブラウザに以下の URL を入力します。
/localhost:3434/cars-app
ホーム ページが開きます。Forward Cars ではポート 3434 を使用するため、他のアプリケーションで使用することは
できません。Forward Cars が正常に起動するためには、このポートが使用可能である必要があります。
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手順 6 - ベースライン テストの実行

1. 左側のナビゲーション バーから、［管理］-［テスト］を選択します。
2. クレジット照会ベースライン テストの［アクション］列で

をクリックし、［オプションを指定して実行］を選択します。
3. ［設定］リストから、クレジット照会ベースライン テスト用に作成された設定ファイルを選択します。
4. ［実行］をクリックします。
［Monitoring Tests］タブが表示されます。テストが完了したら、［ステータス］列に緑のチェックマークが表示され
ます。

5. ［VSE］タブを再度開きます。
タブを閉じた場合は、［モニタ］-［仮想サービス環境］-［VSE］を選択できます。まだタブが開いている場合は、
メインの［DevTest ポータル］ペインの上部で選択できます。

6. トランザクション数が増加したことに注意してください。

ステップ 7 – Forward Cars でのローン アプリケーションの適用

1. Forward Cars に移動します（/localhost:3434/cars-app）。
2. ホームページから、右上隅の［ゲスト］をクリックし、［ログイン］を選択します。
3. ［Name （名前）］フィールドに「 lisa.simpson」と入力します。
4. ［パスワード］フィールドに「golisa」と入力します。
5. ［サインイン］をクリックします。
ホーム ページが開きます。

6. ホーム ページで、［Loan Application （ローンの申請）］をクリックします。
この財務アプリケーションでは、Lisa Simpson が表示されています。

7. ［Apply （適用）］をクリックします。
「Application Submitted」というメッセージが表示されます。

8. ［OK］をクリックします。
9. ［VSE］タブを再度開きます。
トランザクション数が増加したことに注意してください。手順 7 を繰り返し実行する場合、起動しているトランザ
クション数を確認することができます。これは、仮想サービスがそれらのローン応答を返していることを示していま
す。

手順 8 - 設定ファイルのリセット

このチュートリアルを完了したら、仮想サービスを停止し、cars-loan.properties をデフォルトのポートにリセットする
ことをお勧めします。

1. ［VSE］タブを再度開きます。
2. クレジット照会サービスの［アクション］列で

をクリックし、［停止］を選択します。
3. 確認のダイアログ ボックスで［OK］をクリックします。
4. Forward Cars が実行されている場合は、アプリケーションを停止します。
5. LISA_HOME \DemoServer\carsdemo\cars-loan.properties を開きます。
6. デフォルトのポートを指すように、以下のプロパティを編集します。

– cars.partner.creditInquiryEndPoint=http://localhost:3600
7. 変更を保存して、プロパティ ファイルを閉じます。
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チュートリアル 6： Swagger からの仮想サービス（OpenAPI）
このチュートリアルでは、Swagger（OpenAPI）2.0 または 3.0 ドキュメントから仮想サービスを作成する方法を示しま
す。

Forward Cars デモ アプリケーションに含まれている Swagger ドキュメントを使用します。Swagger ドキュメントでイ
ンベントリ サービスが記述されます。

このチュートリアルでは、DevTest Solutionsの Windows インストールがあることを前提としています。

サポートされているブラウザの詳細については、「システム要件」を参照してください。

手順 1 - DevTest ワークステーションの起動

後ほどチュートリアルで を使用して、仮想サービスを作成して展開します。

以下の手順に従います。

1. エンタープライズ ダッシュボードおよびレジストリが実行されていることを確認します。
コンピュータに  サーバがインストールされている場合
– Windows の［スタート］メニューのプログラムのリストから、［DevTest ソリューション］-［エンタープライズ
ダッシュボード サーバ］を選択します。「Grails application running」というメッセージが表示されるまで待機し
ます。

– Windows の［スタート］メニューのプログラムのリストから、［DevTest ソリューション］-［レジストリ］を選
択します。

コンピュータに  がインストールされている場合は、別のコンピュータで実行されているレジストリへのアクセスが
必要です。

2. Windows の［スタート］メニューのプログラムのリストから、［DevTest ソリューション］-［ワークステーショ
ン］を選択します。
［DevTest レジストリの設定］ダイアログ ボックスが表示されます。

3. レジストリを選択し、［OK］をクリックします。
［ログイン］ダイアログ ボックスが開きます。

4. 有効なユーザ名とパスワードを入力し、［ログイン］をクリックします。

手順 2 - DevTest ポータルの起動

後ほどチュートリアルで  ポータルを使用して、仮想サービスを監視します。

以下の手順に従います。

1. Windows の［スタート］メニューのプログラムのリストから、［DevTest ソリューション］-［ポータル］を選択し
ます。

2. サポートされているブラウザを開き、「http://localhost:1507/devtest」を入力します。
レジストリがリモート コンピュータ上にある場合は、localhost をそのリモート コンピュータの名前または IP アド
レスに置き換えます。
ポート番号がデフォルト値の 1507 から変更されている場合は、新しいポート番号を使用します。

3. 有効なユーザ名とパスワードを入力し、［ログイン］をクリックします。

手順 3 - 仮想サービス環境の起動

展開した仮想サービスには、実行されている仮想サービス環境が必要です。

仮想サービス環境を起動するには、Windows の［スタート］メニューのプログラムのリストから、［DevTest ソリュー
ション］-［仮想サービス環境］を選択します。「仮想サービス環境の準備ができました」というメッセージが表示され
るまで待機します。
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手順 4 - Swagger からの仮想サービスの作成

には、Swagger ドキュメントから仮想サービスを作成できるウィザードが含まれています。

以下の図は、ドキュメントを指定するウィザードの手順を示しています。

この手順で、仮想サービスの展開も実行します。

以下の手順に従います。

1.  に移動します。
2. 新しいプロジェクトを作成します。
3. ［ファイル］メニューから［新規］-［VS イメージ］-［Swagger 仕様から作成］を選択します。
4. ［イメージの書き込み先］フィールドで、デフォルト ファイル名を cars.vsi に変更します。
5. ［モデル ファイル］フィールドに「cars.vsm」と入力します。
6. ［Next］をクリックします。
7. ［URL］フィールドで、LISA_HOME\examples\Data ディレクトリを参照し、cars-inventory-swagger.jsonファイ
ルを選択します。
［エンドポイント］フィールドと［メソッド］ペインには、Swagger ドキュメントの情報が読み込まれます。［エン
ドポイント］フィールドは変更できません。
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8. ウィンドウの下部にある［リスン ポート］フィールドで、デフォルト値を 3550 に変更します。
9. ［Next］をクリックします。
10. REST データ プロトコルを要求側データ プロトコルのリストに追加します。
11.［Next］をクリックします。

REST データ プロトコルを設定するための手順が表示されます。
12.［Next］をクリックします。
13.［Finish］をクリックします。

cars.vsi および cars.vsm ファイルは、プロジェクトに追加されます。
14.プロジェクト パネルで cars.vsm を右クリックし、［VSE@Default に展開/再展開］を選択します。
15.［Deploy］をクリックします。
仮想サービスが展開されます。

16.［OK］をクリックします。

手順 5 - DevTest ポータルのモニタへのアクセス

ポータルでは、仮想サービスの実行時の動作を表示できます。たとえば、仮想サービスが処理したトランザクションの
数を表示できます。

以下の図は、ポート番号およびトランザクション数の場所を示しています。

以下の手順に従います。

1.  ポータルに移動します。
2. 左側のナビゲーション メニューから、［モニタ］-［仮想サービス環境］-［VSE］を選択します。
［VSE］ウィンドウが表示されます。

3. cars 仮想サービスがポート 3550 で実行されていて、トランザクション数が 0 であることを確認します。

手順 6 - 仮想サービスを指すための Forward Cars の設定

手順 4 からの値に一致するように、Forward Cars プロパティ ファイルのいずれかでポート番号を更新します。

NOTE
チュートリアルが完了したら、Forward Cars を停止して、ポート番号をデフォルト値の 3500 にリセットする
ことをお勧めします。

以下の手順に従います。

1. Forward Cars が実行されている場合は、それを停止します。
2. LISA_HOME\DemoServer\carsdemo ディレクトリの cars-esb.properties ファイルを開きます。
3. inventory.port プロパティの値を 3550 に設定します。
4. cars-esb.properties ファイルを保存します。
5. Windows の［スタート］メニューのプログラムのリストから［DevTest Solutions］-［Cars 例サーバ］を選択し
て、Forward Cars を起動します。アプリケーションは、開始するまで数分かかります。

手順 7 - Forward Cars でのアクションの実行

これで、仮想サービスが実行されて、それを操作できるようになりました。
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Forward Cars にアクセスするには、ポート 3434 を使用します。プロパティ ファイルで変更したポートは、別のバック
エンド ポートです。

以下の図のように、仮想サービスで、破損したイメージと文字化けしたテキストが返されます。仕様ドキュメントから仮
想サービスを作成するときに、この動作が予想されます。

以下の手順に従います。

1. サポートされているブラウザを開き、「http://localhost:3434/cars-app」を入力します。
2. ［検索］をクリックします。
3. ［View Details （詳細の表示）］をクリックします。
4. ［OK］をクリックします。
5. ポータルに戻ります。
6. 現在のトランザクション数が 5 であることを確認します。

レビュー

このチュートリアルでは、以下について学習しました。

• Swagger 2.0 ドキュメントからの仮想サービスの作成
• 仮想サービスの展開
• 仮想サービスの実行時の動作の監視

Application Insight チュートリアル
このチュートリアルでは、 Bank デモ アプリケーションを使用してトランザクションを生成します。その後、 ポータル
の［トランザクションの分析］ウィンドウにトランザクションを表示します。

前提条件

以下のコンポーネントが実行されていることを確認します。

• エンタープライズ ダッシュボード サーバ
• レジストリ
• デモ サーバ
• ブローカ
• ポータル
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手順 1 - キャプチャ レベルの設定

Java エージェントがキャプチャできるプロトコルにはそれぞれキャプチャ レベルがあります。

デフォルトのキャプチャ レベルは、［カウント］です。このチュートリアルの後半で手順を実行するには、関連するプ
ロトコルのキャプチャ レベルを［全データ］に設定する必要があります。

以下の図は、［エージェント］ウィンドウの［プロトコルのキャプチャを調整］ペインを示しています。

以下の手順に従います。

1. ポータルを開きます。ポータルがローカル コンピュータで実行されている場合には、URL は http://localhost:1507/
devtest です。

2. 左側のナビゲーション メニューから［設定］-［エージェント］を選択します。
［エージェント］ウィンドウが表示されます。

3. ［エージェント］ペインで、［JBoss_LISABank］エージェントを選択します。
4. ［プロトコルのキャプチャを調整］ペインが折りたたまれている場合は、ペインを展開します。
5. 以下のプロトコルのキャプチャ レベルが［Full Data］に設定されていることを確認します。

– HTTP サーバ
– JDBC
– EJB
– ログ

手順 2 - デモ アプリケーションからのトランザクションの生成

DevTest Solutions には、 Bank という名前のデモ アプリケーションが含まれています。

この手順では、デモ アプリケーションにログインし、口座を作成し、ログアウトします。
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以下の手順に従います。

1. Web ブラウザに「http://localhost:8080/lisabank」と入力します。デモ サーバが別のコンピュータで実行されてい
る場合は、localhost をリモート コンピュータのホスト名または IP アドレスに置き換えます。
ログイン ページが表示されます。

2. ［名前］フィールドに「lisa_simpson」と入力します。
3. ［パスワード］フィールドに「golisa」と入力します。
4. ［ログイン］をクリックします。
初期画面ページが表示されます。

5. 以下の手順を実行して口座を作成します。
a. ［口座の開設］をクリックします。
b. ［口座名］フィールドに「My Checking」と入力します。
c. ［初期残高］フィールドで、デフォルト値を「500」に置き換えます。
d. ［口座の追加］をクリックします。

6. ［ログアウト］をクリックします。

手順 3 - ［Analyze Transactions］ウィンドウでのトランザクションの表示

［トランザクションの分析］ウィンドウには、 生成されたトランザクションが表示されます。これらのトランザクショ
ンは##とも呼ばれます。

以下の図は、［トランザクションの分析］ウィンドウのトランザクションのリストを示しています。デフォルトでは、ト
ランザクションは逆の年代順に表示されます。

以下の図は、トランザクションの 1 つのパス グラフを示しています。
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以下の手順に従います。

1. Portal に戻ります。
2. 左側のナビゲーション メニューから［アプリケーション インサイト］-［トランザクションの分析］を選択します。
3. /lisabank/createaccount.do という名前のトランザクションを見つけます。
4. ［名前］列でリンクをクリックします。
トランザクション詳細ダイアログ ボックスが表示されます。上部の領域にはパス グラフが含まれています。それよ
り下の領域に、選択したノードに関する情報が表示されます。

5. パス グラフの EJB ノードをクリックします。
6. 各タブに表示される情報を確認します。
7. パス グラフの JDBC ノードをクリックします。
8. 各タブに表示される情報を確認します。
9. ダイアログ ボックスを閉じます。

その他のリソース
このセクションには、その他の有用な DevTest Solutions の追加リソースへのリンクが含まれています。これらのリソー
スを使用して、DevTest Solutions に関する詳細を参照してください。

• ユーザ コミュニティ
• ナレッジ ベース（KB）記事
• 研修サービス
• ビデオ

ユーザ コミュニティ

Service Virtualization コミュニティは、アイデア、ヒント、情報、インサイトなどをビジネス パートナーや CA
Technologies のエキスパートと共有するための場所です。24 時間 365 日オープンしている専門知識のコミュニティを活
用して、メンバ同士が交流し、ソフトウェアの投資を最大限に高めるための独自の機会が提供されます。

ナレッジ ベース（KB）記事

DevTest Solutions には、既知の問題の回避策を見つけたり、実装に伴う一般的な問題を解決したりするのに役立つ広範
なナレッジ ベースがあります。

研修サービス

BlazeMeter University

ラーニング エクスペリエンスを始めましょう。BlazeMeter で利用できる以下のコースは、主なユース ケースをカバー
し、製品に慣れるのに役立ちます。コースの最後に試験を受けると、修了証と仮想バッジを受け取ることができます。

Service Virtualization の基礎

このコースのビデオは、最も一般的な方法を使用して仮想サービスを作成する方法と、その仮想サービスを編集、展開、
共有、監視する方法について説明します。

開発者向け Service Virtualization

このコースのビデオは、仮想サービスを開発プロセスに組み込む方法を学習するのに役立ちます。
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Learning@Broadcom プラットフォーム

アプリ テストや特定の仮想化（JMS、SAP）などのコアでないユース ケースの詳細な Web ベースのトレーニング、イ
ンストラクター主導のトレーニングやラボをお探しの場合は、［Learning@Broadcom プラットフォーム］を参照してく
ださい。

ビデオ

DevTest Solutions に関する知識を深めるには、CA Technologies （a Broadcom Company）が YouTube で提供している
ビデオをご覧ください。

• Service Virtualization のインストールおよび設定
• 開発者向け Service Virtualization ツールキット

［Service Virtualization オンボーディング プレイリスト］のビデオもご覧ください。

用語集
この用語集では、 DevTest Solutions で使用される一般的な用語を定義します。

アサーション

######は、1 つのステップとそのフィルタがすべて実行された後に実行されるエレメントです。アサーションにより、
ステップの実行結果が予測と一致することが検証されます。アサーションは、通常、テスト ケースまたは仮想サービス
モデルのフローを変更するために使用されます。グローバル アサーションは、テスト ケースまたは仮想サービス モデル
の各ステップに適用されます。アサーションの詳細については、「アサーション」を参照してください。

アセット

####は、1 つの論理的な単位にグループ化される設定プロパティのセットです。詳細については、「アセット」を参照
してください。

監査ドキュメント

########では、1 つのテスト、またはスイートに含まれるテスト セットに対して、成功条件を設定できます。詳細につ
いては、「監査ドキュメントの作成」を参照してください。

ベースライン

######は、システムが後で引き続き同じように機能しているかどうかを判断するのに役立つテスト ケースです。詳細に
ついては、「ベースラインの作成」を参照してください。

コンパニオン

######は、すべてのテスト ケースの実行の前後に実行されるエレメントです。コンパニオンは、単一のテスト ステッ
プではなく、テスト ケース全体に適用されるフィルタとして理解できます。コンパニオンはテスト ケース内で（テスト
ケースに対して）グローバルな動作を設定するために使用されます。詳細については、「コンパニオン」を参照してくだ
さい。

設定

##は、通常ではテスト中のシステムの環境に固有の値を指定するプロパティの名前付きコレクションです。ハードコー
ドされた環境データをなくすことにより、設定を変更するだけで、異なる環境内のテスト ケースまたは仮想サービスを
実行できます。プロジェクトのデフォルト設定の名前は project.config です。プロジェクトは多数の設定を持つことがで
きますが、一度にアクティブになるのは 1 つの設定のみです。詳細については、「設定」を参照してください。
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会話ツリー

#####は、仮想サービスでステートフル トランザクションの会話パスを表す、リンクされ
たノードのセットです。各ノードは、withdrawMoney などの操作名でラベル付けされま
す。getNewToken、getAccount、withdrawMoney、deleteToken は、金融機関システムの会話パスの一例です。詳細
については、「CA Service Virtualization の使用」を参照してください。

コーディネータ

#######は、テスト ランの情報をドキュメントとして受け取り、1 つまたは複数のシミュレータ サーバで実行されるテ
ストをコーディネートします。詳細については、「コーディネータ サーバ」を参照してください。

データ プロトコル

### #####は Service Virtualization で要求の解析を行います。詳細については、「データ プロトコルの使用」を参照して
ください。

データ セット

### ###は、実行時にテスト ケースまたは仮想サービスのプロパティを設定するために使用できる値のコレクションで
す。データ セットによって、テスト ケースまたは仮想サービスに外部のテスト データを使用することができます。 の
内部または外部（たとえば、ファイルやデータベース テーブル）にデータ セットを作成できます。詳細については、
「データ セット」を参照してください。

非識別化

####（以前の「########」）は、機密データをユーザ定義の代替データに変換するために使用されます。クレジット
カード番号や社会保障番号は機密データの例です。詳細については、「データの非識別化」を参照してください。

イベント

####は、すべての関係者にアクションが発生したことを伝えるブロードキャスト メッセージです。詳細については、
「イベントについて」を参照してください。

フィルタ

####はテスト ステップの前後に実行されるエレメントです。フィルタを使用して、結果のデータを変更したり、プロパ
ティに値を格納したりできます。詳細については、「フィルタ」を参照してください。

グループ

####または###### ####は、 ポータルでまとめてモニタできるように、同じグループのタグが付けられた仮想サービス
のコレクションです。

対話型テスト ラン（ITR）

###### ###ITR#ユーティリティでは、テスト ケースまたは仮想サービス モデルを段階的に実行できます。テスト ケー
スまたは仮想サービス モデルを実行時に変更し、結果を確認できます。詳細については、「対話型テスト ラン（ITR）
ユーティリティの使用」を参照してください。

マジック デート

レコーディング中、日付パーサは要求および応答をスキャンします。日付形式の広範な定義に一致する値は、#### ##
#に変換されます。マジック デートは、仮想サービス モデルによって応答内で意味のある日付値が提供されることを確
認するために使用されます。{{=doDateDeltaFromCurrent("yyyy-MM-dd","10");/*2012-08-14*/} は、マジック デートの一例
です。詳細については、「マジック ストリングとマジック デート」を参照してください。

 167

https://techdocs.broadcom.com
https://techdocs.broadcom.com


 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

マジック ストリング

#### #####は、サービス イメージの作成中に生成される文字列です。マジック ストリングは、仮想サービス モデルに
よって応答内で意味のある文字列値が提供されることを確認するために使用されます。{{=request_fname;/chris/}} は、マ
ジック ストリングの一例です。詳細については、「マジック ストリングとマジック デート」を参照してください。

一致許容差

#####は、Service Virtualization が受信要求をサービス イメージ内の要求と比較する方法を制御する設定です。オプショ
ンは、 Exact、Signature、および Operation です。詳細については、「一致許容差」を参照してください。

メトリック

#####は、テストおよびテスト中システムのパフォーマンス面および機能面に、定量的な方法および測定を適用すること
を可能にします。詳細については、「メトリックの生成」を参照してください。

モデル アーカイブ（MAR）

### ######MAR#は、DevTest Solutions の主要な展開アーティファクトです。MAR ファイルには、プライマリ アセッ
ト、プライマリ アセットを実行するために必要なすべてのセカンダリ ファイル、情報ファイル、および監査ファイルが
含まれます。詳細については、「モデル アーカイブ（MAR）の操作」を参照してください。

モデル アーカイブ（MAR）情報

### ######MAR###ファイルは、MAR を作成するために必要な情報を含むファイルです。詳細については、「モデル
アーカイブ（MAR）の操作」を参照してください。

ナビゲーション許容差

##########は、Service Virtualization が会話ツリー内で次のトランザクションを検索する方法を制御する設定です。オ
プションは、Close、Wide、および Loose です。詳細については、「ナビゲーション許容差」を参照してください。

ノード

の内部では、ステップはノードとも呼ばれます。一部のイベントのイベント ID に node が含まれているのはそのためで
す。

パス

##には、 Java エージェントがキャプチャしたトランザクションに関する情報が含まれます。詳細については、
「Application Insight の使用」を参照してください。

パス グラフ

## ###には、パスおよびそのフレームのグラフ表示が含まれます。詳細については、「パス グラフ」を参照してくださ
い。

プロジェクト

######は、関連する  ファイルのコレクションです。ファイルには、テスト ケース、スイート、仮想サービス モデル、
サービス イメージ、設定、監査ドキュメント、ステージング ドキュメント、データ セット、モニタ、および MAR 情報
ファイルなどが含まれます。詳細については、「プロジェクト パネル」を参照してください。
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プロパティ

#####は、ランタイム変数として使用できるキー/値ペアです。プロパティには、さまざまなタイプのデータを格納でき
ます。一般的なプロパティには、LISA_HOME、LISA_PROJ_ROOT、LISA_PROJ_NAME などがあります。設定は、プ
ロパティの名前付きのコレクションです。詳細については、「プロパティ」を参照してください。

クイック テスト

#### ###機能では、最小のセットアップでテスト ケースを実行できます。詳細については、「クイック テストのステー
ジング」を参照してください。

レジストリ

#####は、すべての  および  コンポーネントの登録を一元的に行うための場所です。詳細については、「レジストリ」を
参照してください。

エクスポート

#### ####は、Service Virtualization で記録されたトランザクションの正規化バージョンです。各トランザクションは、
ステートフル（会話型）またはステートレスです。詳細については、「サービス イメージ」を参照してください。

シミュレータ

######は、コーディネータ サーバの管理下でテストを実行します。詳細については、「シミュレータ サーバ」を参照し
てください。

ステージング ドキュメント

###### ######には、テスト ケースを実行する方法に関する情報が含まれます。詳細については、「ステージング ド
キュメントの作成」を参照してください。

ステッチング

Java エージェントが部分的なトランザクションを使用して完全なトランザクションを構成するプロセスです。

サブプロセス

######は、別のテスト ケースが呼び出すテスト ケースです。詳細については、「サブプロセスの作成」を参照してくだ
さい。

テスト ケース

### ###は、テスト中のシステムのビジネス コンポーネントをテストする方法の仕様です。各テスト ケースには、1 つ以
上のテスト ステップが含まれます。詳細については、「テスト ケースの作成」を参照してください。

テスト ステップ

### ####は、実行される 1 つのテスト アクションを表すテスト ケース ワークフローのエレメントです。テスト ステッ
プの例としては、Web サービス、Java Bean、JDBC、JMS メッセージングなどがあります。テスト ステップには、
フィルタ、アサーション、データ セットなどの  エレメントを含めることができます。詳細については、「テスト ス
テップの作成」を参照してください。
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テスト スイート

### ####は、次々に実行されるようにスケジュールされたテスト ケース、その他のテスト スイート、またはその両方の
グループです。スイート ドキュメントは、スイートのコンテンツ、生成するレポート、および収集するメトリックを指
定します。詳細については、「テスト スイートの作成」を参照してください。

反応時間

####は、テスト ステップを実行するまでテスト ケースが待機する時間を制御する設定です。詳細については、「テスト
ステップの追加 - 例」および「ステージング ドキュメント エディタ - ［ベース］タブ」を参照してください。

トランザクション フレーム

######## ####は、 Java エージェントがインターセプトしたメソッド コールに関するデータをカプセル化します。詳細
については、「ビジネス トランザクションおよびトランザクション フレーム」を参照してください。

仮想サービス モデル（VSM）

###### ###は、実際のサービス プロバイダなしでサービス要求を受信して、それらのサービス要求に応答します。詳細
については、「仮想サービスモデル」を参照してください。

仮想サービス環境（VSE）

#########VSE#は、仮想サービスを展開して実行するために使用する  コンポーネントです。詳細については、「CA
Service Virtualization の使用」を参照してください。
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インストール

このセクションでは、DevTest Solutions およびすべての必要なコンポーネントをインストールする方法について説明し
ます。また、このセクションでは以前のバージョンからのアップグレードに関する詳細情報も提供します。

インストール前の注意事項
インストール プロセスを開始する前に、必ず計画アクティビティを実行してください。

ユーザのシステムがシステム要件に適合することを確認します。

以下の項目を考慮します。

• インストールの対象はワークステーションまたはサーバでの使用ですか。
• どのエンタープライズ データベースを使用するよう計画しますか。
インストールが常設か、または通常使用可能な環境で使用する予定の場合、付属の Derby データベースはサポートさ
れません。

devtestlic.xml ライセンス ファイルがエンタープライズ ダッシュボード マシンに存在し、利用可能である必要がありま
す。

NOTE

10.7 以降、Devtest にはインストーラと共にライセンス ファイルが含まれています。

ターゲット システム内のさまざまなサービスおよびプロセスの理想的なレイアウトに関するその他の考慮事項は以下の
とおりです。

• エンタープライズ ダッシュボードは、レジストリによってアクセス可能とする必要があります。しかし、レジストリ
に対してローカルである必要はありません。

• エンタープライズ ダッシュボードには、それ自身のデータベース インスタンスが必要です。
• シミュレータはコーディネータと同じネットワーク セグメント上に存在する必要があります。
• レジストリ、コーディネータ、シミュレータ、および仮想サービス環境には、高パフォーマンス データベース アクセ
スが必要です。パフォーマンス データは、これらのコンポーネントによってデータベースに直接記録されます。この
データベースは同じデータ センター内に配置することをお勧めします。仮想マシン内でホストされるデータベースを
一般提供に使用することは推奨されません。

システムの計画の一部は、 をインストールする数と、 が含まれる各ホスト コンピュータ上で実行されるプロセスまた
はサービスを決定することです。以下のページはこれらの決定に役立ちます。

• 「DevTest サーバ コンポーネント」では、スイート製品について記述し、製品固有の UI およびプロセスと、すべて
の製品に共通の UI およびプロセスについて説明します。また、各プロセスの目的を説明し、情報を確認できる場所を
示します。

• 「DevTest プロセスの関係」では、分散システム内の各ホスト上で実行できるプロセスの主要概念について説明しま
す。

プラットフォーム固有のインストーラおよびデモ サーバは、CA サポート オンラインから入手できます。デモ サーバの
インストールはオプションです。

システム要件
このページでは、オペレーティング システム、データベース、ブラウザなどのシステム要件について説明しま
す。DevTest Solutions をインストールする前に、このページを確認してください。
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オペレーティング システム要件

ソフトウェア ベンダーがサポートを中止したオペレーティング システムでは、DevTest Solutions はサポートされていま
せん。

以下のオペレーティング システムがサポートされています。

• Microsoft Windows
– Windows Server 2012
– Windows Server 2012 R2
– Windows Server 2016
– Windows Server 2019
– Windows 10

TIP

Windows 10 の設定によっては、インストーラ実行可能ファイルを「管理者として実行」で開始することが
必要になる場合があります。

• Linux および UNIX （サーバ コンポーネントのサポートのみ）
– Red Hat Enterprise Linux 7.9、8.0、8.1、8.2、8.3、8.4
– CentOS 7.5、7.6、7.7、7.9、8.4
– SuSE Linux 12 SP3、15 SP2
– Oracle Solaris 11
– IBM AIX 7.1、7.2
– Oracle Linux Server 7.9、8.3、8.4

• OS X 10.15、11

注： 32 ビット プラットフォームは、現在はサポートされていません。

DevTest サーバ JVM のシステム要件

1.3 GB を超えるヒープ サイズが必要な場合、DevTest サーバには 64 ビット Java 8 をお勧めします。

OpenJDK

DevTest Solutions を構成する製品は、Java アプリケーションです。AdoptOpenJDK ベンダー JRE jdk8u232-b09 は、各
オペレーティング システム固有インストーラ（JDK の tools.jar を含む）に含まれています。JRE は、IBM Unix インス
トーラには含まれていません。独自の JVM を提供する場合、IBM JRE および Oracle JRE バージョン 8 がサポートされ
ています。

DevTest ワークステーション、DevTest サーバ、および VSE でサポートされる Java の最小バージョンは、Java 8
update 60 です。

この要件は DevTest 側でのみ必要です。Java 8 仮想マシン（VM）で実行される DevTest は、新旧の JRE を実行するア
プリケーション サーバ上のアプリケーションをテストするために使用できます。

JDK サポート：

DevTest ワーク
ステーション

DevTest サーバ -
コーディネータ、
シミュレータ、レ
ジストリ

DevTest サーバ -
VSE

DevTest Java
エージェン
ト（DevTest
Solutions）

JDK 1.8 ランタイムに必要 ランタイムに必要 ランタイムに必要 サポート対象
（WildFly 8.2 の
み）
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NOTE
DevTest は、IBM JRE バージョン 7 または Oracle JRE 1.7 はサポートしていません。

Kerberos 認証は IBM JRE ではサポートされていません。

以下に、DevTest Java エージェント CAI の JDK サポートに関する一般的なガイダンスを示します。

• CAI は、Oracle - JDK 1.8 （WildFly 8.2 のみ）、および AdoptOpenJDK – 8u_232 ベースのシステムをサポートしま
す。

• Oracle および AdoptOpenJDK の JDK のみが完全にサポートされています。

AdoptOpenJDK jdk8u232-b09 では、OpenJFX jar がサポートされていません。そのため、DevTest solutions に同梱され
ている Oracle JavaFX 8 ライブラリを含めることによって、JRE バンドルをカスタマイズしました。

AdoptOpenJDK で JavaFX ライブラリをサポートするために行われた変更は、以下のとおりです。

• jfxrt.jar を Oracle 8 パス JAVA_HOME/jre/lib/ext から AdoptOpenJDK パス JAVA_HOME/jre/lib/ext にコピーしまし
た。

• javafx.properties、jfr.jar、jfxswt.jar、jfr フォルダを Oracle 8 パス JAVA_HOME/jre/lib から AdoptOpenJDK パス
JAVA_HOME/jre/lib にコピーしました。

• 以下のダイナミック ライブラリ（dylib）（共有ライブラリとも呼ばれます）を AdoptOpenJDK パス（JAVA_HOME/
jre/lib/ext）にコピーします。OS プラットフォームによっては、これらの javafx ダイナミック ライブラリが保存され
ているパスは異なります。各プラットフォームの DevTest JRE バンドルは、インストールされているインストーラに
応じて、対応する javafx ダイナミック ライブラリと共に形成されます。
– libfxplugins
– libglass
– libglib-lite
– libgstreamer-lite
– libjavafx_font_t2k
– libjavafx_font
– libjavafx_iio
– libjfr
– libjfxmedia_avf
– libjfxmedia_qtkit
– libjfxmedia
– libjfxwebkit
– libprism_common
– libprism_es2
– libprism_sw

/tmp パーティション

Linux および UNIX オペレーティング システムに DevTest Solutions をインストールする場合、/tmp パーティションに少
なくとも 2 GB の空き容量を確保してください。

これは、インストール ファイルが /tmp パーティションに展開されるため必要となります。

パーティションに十分な空き要領がない場合、以下のメッセージが表示される場合があります。

java.io.IOException: No space left on device

LISA_HOME ディレクトリ

LISA_HOME ディレクトリのファイルとサブフォルダに対する読み取り/書き込み権限が必要です。
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lisatmp フォルダ

ユーザ ホーム ディレクトリ（Linux、UNIX、および OS X）または Documents and Settings （Windows）内の以下の
フォルダは、読み取り/書き込み権限を必要とします。

• lisatmp_x.x （存在する場合）

DevTest CICS エージェント

DevTest CICS エージェントは、z/OS で実行される以下の CICS バージョンをサポートしています。

• 5.4、および 5.5

DevTest CICS エージェントは、CA サポートでケースをオープンすることによって入手できます。

DevTest LPAR エージェント

DevTest LPAR エージェントは、次の z/OS バージョンをサポートしています： 2.1.x、2.2.x、2.3.x、および 2.4

DevTest LPAR エージェントは、CA サポートでケースをオープンすることによって入手できます。

独自の JVM の提供

汎用 UNIX インストーラには JRE が含まれていません。汎用 UNIX インストーラを使用する場合、独自の JVM を提供す
る#######。

必要に応じて、この手順を別のプラットフォーム用のインストーラで使用して、含まれている JRE を無効にできます。
「Java 環境での DevTest ワークステーションの使用」を参照してください。

DevTest は、IBM JRE バージョン 8 をサポートしています。DevTest は、IBM JRE バージョン 7、Oracle JRE 1.7、ま
たは OpenJDK バージョン 8 以降はサポートしていません。

AdoptOpenJDK JVM のインストールと設定

以下の手順に従います。

1. AdoptOpenJDK の Web サイトからお使いのプラットフォーム用の OpenJDK 8 （LTS） Hotspot JVM をダウンロー
ドします。

2. DevTest をインストールするコンピュータに、お使いのオペレーティング システム用の JDK 8 をインストールしま
す。java ディレクトリがない場合は作成します（mkdir java）。
たとえば、JDK 8 を \usr\java にインストールします。これにより、usr\java\jdk-8.0.232.09-hotspot ディレクトリ
（JDK_HOME）が作成されます。

3. jdk-8u232-platform.tar.gz ファイルをコピーした後に、以下のコマンドを入力します。
tar zxvf jdk-8u232-platform-x64.tar.gz

4. 環境変数を設定します。
– JDK_HOME 環境変数を、JDK 8 をインストールしたディレクトリに設定します。
– JAVA_HOME 環境変数を JDK_HOME ディレクトリを指すように設定します。
以下に例を示します。
cd /usr/java/jdk8.0.232.09
pwd
export JAVA_HOME=$PWD
export JDK_HOME=$PWD

5. このフォルダ JDK_HOME\jre\lib\security\policy\unlimited からディレクトリ JDK_HOME\jre\lib\security に以下の
JAR ファイルを移動させます。
– local_policy.jar
– US_export_policy.jar
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この操作により、既存の JAR ファイルが同じ名前のファイルに置き換えられます。
6. JDK_HOME\lib ディレクトリから JDK_HOME\jre\lib\ext ディレクトリに tools.jar ファイルをコピーします。

cd $JDK_HOME/jre/lib/ext
cp $JDK_HOME/lib/tools.jar 

7. 含まれている JRE を無効にする場合は、DevTest をインストールした後に、以下の手順を実行します。
a. LISA_JAVA_HOME 環境変数を設定します。以下に例を示します。

cd /usr/java/jdk8.0.232.09
pwd
export LISA_JAVA_HOME=$PWD

b. 「Java 環境での DevTest ワークステーションの使用」の説明に従って、DevTest インストール ディレクトリにあ
る jre ディレクトリの名前を「jre_default」に変更します。

WARNING

エンタープライズ ダッシュボードを起動するときに、以下のエラーが発生する場合があります。

JVMJ9VM007E Command-line option unrecognized: ${LISA_MORE_VM_PROPS}
The JVM could not be started. The maximum heap size (-Xmx) might be too large
 or an antivirus or firewall tool could block the execution.

このエラーを修正するには、システム環境変数 LISA_MORE_VM_PROPS を -Xmx512m に設定します。
8. AdoptOpenJDK 8 では OpenJFX がサポートされていないため、含まれている DevTest の JRE を上書きする場合、
ワークステーションの Webservices ステップはサポートされていません。機能させるには、以下の手順に従います。
a. jfxrt.jar を Oracle 8 パス（JAVA_HOME/jre/lib/ext）から AdoptOpenJDK パス（JAVA_HOME/jre/lib/ext）にコ
ピーします。

b. javafx.properties、jfr.jar、jfxswt.jar、jfr フォルダを Oracle 8 パス（JAVA_HOME/jre/lib）から AdoptOpenJDK パ
ス（JAVA_HOME/jre/lib）にコピーします。

c. 以下のダイナミック ライブラリ（dylib）（共有ライブラリとも呼ばれます）を AdoptOpenJDK パス
（JAVA_HOME/jre/lib/ext）にコピーします。OS プラットフォームによっては、これらの javafx ダイナミック
ライブラリが保存されているパスは異なります。各プラットフォームの DevTest JRE バンドルは、インストール
されているインストーラに応じて、対応する javafx ダイナミック ライブラリと共に形成されます。
• libfxplugins
• libglass
• libglib-lite
• libgstreamer-lite
• libjavafx_font_t2k
• libjavafx_font
• libjavafx_iio
• libjfr
• libjfxmedia_avf
• libjfxmedia_qtkit
• libjfxmedia
• libjfxwebkit
• libprism_common
• libprism_es2
• libprism_sw

IBM JVM のインストールと設定

NOTE
IBM JRE が認証されるのは、AIX オペレーティング システムのみです。
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以下の手順に従います。

1. IBM の Web サイトからお使いのプラットフォーム用の JVM をダウンロードします。
2. DevTest をインストールするコンピュータに、お使いのオペレーティング システム用の JDK 8 をインストールしま
す。java ディレクトリがない場合は作成します（mkdir java）。
たとえば、\usr\java にある JDK 8 を \usr\java\ibm_sdk80 ディレクトリ（JDK_HOME）にインストールします。

3. JDK_HOME\lib ディレクトリから JDK_HOME\jre\lib\ext ディレクトリに tools.jar ファイルをコピーします。
cd $JDK_HOME/jre/lib/ext
cp $JDK_HOME/lib/tools.jar .

4. 含まれている JRE を無効にする場合は、DevTest をインストールした後に、以下の手順を実行します。
a. LISA_JAVA_HOME 環境変数を設定します。以下に例を示します。

cd $JDK_HOME
pwd
export LISA_JAVA_HOME=$PWD

b. 「Java 環境での DevTest ワークステーションの使用」の説明に従って、DevTest インストール ディレクトリにあ
る jre ディレクトリの名前を「jre_default」に変更します。

WARNING

エンタープライズ ダッシュボードを起動するときに、以下のエラーが発生する場合があります。

JVMJ9VM007E Command-line option unrecognized: ${LISA_MORE_VM_PROPS}
The JVM could not be started. The maximum heap size (-Xmx) might be too large or
 an antivirus or firewall tool could block the execution.

このエラーを修正するには、システム環境変数 LISA_MORE_VM_PROPS を -Xmx512m に設定します。

DevTest サーバの要件

Application Test および Service Virtualization には、DevTest サーバのレジストリが必要です。

DevTest サーバの最小要件は以下のとおりです。

• CPU： 2 GHz 以上、8 コア以上
• RAM： 8 GB の空き容量
• ディスク容量： 50 GB
• データベース： 「データベースの要件」を参照してください。レジストリ データベースは別のシステムに配置でき、
少なくとも 500 GB の使用可能なストレージが必要です。

負荷およびパフォーマンス テストについては、以下のリソースを推奨します。

• シミュレータあたり 250 の仮想ユーザ
• シミュレータあたり 1 つのプロセッサ コアおよび 2 GB の使用可能な RAM

4000 の同時仮想ユーザの例： 16 個のシミュレータ、16 個のプロセッサ コア、32 GB の使用可能な RAM （DevTest
用）

各データ センターに対して

• 1 つのテスト レジストリおよび 1 つのコーディネータ
• 1 つのプロセッサ コア/プロセス = 2 つのプロセッサ コア
• それぞれ 2 GB の使用可能な RAM = 4 GB の使用可能な RAM （DevTest 用）

基本的な DevTest サーバ構成には、1 つのエンタープライズ ダッシュボード、1 つのレジストリ、および 1 つのポータ
ルがあり、これらはすべての製品に対して必要です。Application Test には、1 つのコーディネータ サーバと 1 つのシ
ミュレータ サーバが必要です。Service Virtualization には、1 つの仮想サーバ環境が必要です。Continuous Application
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機能には、1 つのブローカが必要です。どの構成についても、必要なエンタープライズ ダッシュボード サーバは 1 つの
みです。

NOTE
ここに記載されている要件は、ガイドラインを示すためのものです。負荷の大きい環境の場合、ニーズに合わ
せて負荷生成環境の開発を支援する専門サービスに問い合わせることをお勧めします。

Application Test のための DevTest ワークステーションの要件

DevTest ワークステーションの最小要件は以下のとおりです。

• CPU： 2 GHz 以上、2 コア以上
• RAM： 4 GB の空き容量
• ディスク空き容量： 4 GB

Service Virtualization の要件

CA Service Virtualization のコンポーネントである VSE は仮想化環境の管理に必要です。VSE はサービスレベル サービ
スで、コーディネータおよびシミュレータが接続されているレジストリと共存できます。シミュレータおよびコーディ
ネータは、VSE の実行に必須ではありません。

以下の要件は、基準としての要件です。

• CPU： 2 GHz 以上、2 コア以上
• RAM： DevTest ワークステーション、DevTest サーバ、または CAI 用の RAM 要件に加えて、VSE 用に 8 GB 以上の
使用可能な RAM

• ディスク空き容量： 50 GB

デフォルトでは、DevTest Java エージェントは、レジストリと同じデータベース スキーマを使用します。ただし、別の
データベース スキーマを使用するように、エージェントおよびレジストリを設定することができます。

Application Insight の要件

Continuous Application の最小要件は以下のとおりです。

• CPU： 2 GHz 以上、8 コア以上
• RAM： 8 GB の空き容量
• ディスク容量： 50 GB の使用可能なローカル ディスク ストレージ

Identity and Access Manager の要件

Identity and Access Manager の最小要件は以下のとおりです。これらの要件は、DevTest ワークステーション、DevTest
サーバ、または CAI の要件に追加されます。

• CPU： 2 GHz 以上、2 コア以上
• RAM： 512 MB の使用可能な RAM
• ディスク空き容量： 1 GB
• データベース： 専用のデータベースで、少なくとも 25 GB のストレージが必要

Virtual Service Catalog の要件

Virtual Service Catalog の最小要件は以下のとおりです。これらの要件は、DevTest ワークステーション、DevTest サー
バ、または CAI の要件に追加されます。

• CPU： 2 GHz 以上、4 コア以上
• RAM： 4 GB の使用可能な RAM
• ディスク空き容量： 15 GB
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NOTE

多数の仮想サービスや大規模な操作を伴う仮想サービスに対してインデックスを作成する場合、ディスク容
量を増やす必要があります。

通信要件

DevTest Solutions によるネットワーク転送の送受信をファイアウォールが許可することを確認します。DevTest
Solutions が提供する機能には、ネットワーク リソースへのアクセスが必要であり、ファイアウォールによってブロック
されると正しく動作しません。DevTest Solutions アプリケーション認証します。

DevTest サーバ コンポーネントすべてが、レジストリが接続する外部データベースへのアクセスが必要です。各
DevTest サーバ コンポーネントは、そのデータベースと直接通信して、それらのアクションを記録します。このデータ
フローに制限があると、悪影響が生まれます。

NOTE
安全な通信を実装するには、「通信を保護するための SSL の使用」および「HTTPS 通信の使用」を参照して
ください。

DevTest ポートとの通信は、関連するファイアウォールで開かれている必要があります。以下のページを参照してくださ
い。

• DevTest サーバのデフォルト ポート番号
• DevTest ワークステーションのデフォルト ポート番号
• デモ サーバのデフォルト ポート番号

データベースの要件

以下のコンポーネントがデータベースに情報を格納します。

• DevTest サーバ： データベースはレポート結果に使用されます。レポート結果は、必要に応じてほかの形式にエクス
ポートできます。データベースはアクセス制御（ACL）にも使用されます。

• VSE： データベースは使用回数およびレガシー サービス イメージに使用されます。
• Application Insight： データベースは、要求/応答データ、SQL ステートメント、およびアプリケーション ログなど
のパスに使用されます。データベースはチケットにも使用されます。

• Identity and Access Manager： データベースは、ユーザ データ、役割、権限、およびセッション情報に使用され
ます。LDAP を介してユーザを管理するように選択した場合でも、このデータベースが必要です。詳細については、
「Identity and Access Manager」を参照してください。

• エンタープライズ ダッシュボード： データベースは、DevTest Solutions 使用率監査レポート データ、その他のレジ
ストリ情報、履歴イベント ログ、およびメトリックに使用されます。

WARNING

エンタープライズ ダッシュボードには、それ専用の一意の大規模なデータベースが必要です。データベース
は別のシステムに配置でき、少なくとも 50 GB のストレージが必要です。DevTest サーバ コンポーネント
すべてが、レジストリが接続する外部データベースへのアクセスが必要です。各 DevTest サーバ コンポー
ネントは、そのデータベースと直接通信して、それらのアクションを記録します。このデータ フローに制限
があると、悪影響が生まれます。

デフォルトでは、これらのコンポーネントは、DevTest に含まれている Apache Derby データベースを使用します。この
データベースは、負荷およびパフォーマンス テストを必要としない小規模な展開にのみ適しており、サポートされませ
ん。その他のすべてのシナリオについては、外部データベースを使用するように DevTest を設定します。

外部データベースを使用する場合に適切なパフォーマンスを確保するために、データベース サーバおよび DevTest サー
バは、ネットワーク帯域幅が高く、遅延が低い必要があります。
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DevTest が分散設定で実行される場合には、サーバ コンポーネントから適切にメンテナンスされたエンタープライズ ク
ラス データベースへの接続が、高帯域幅、低遅延である必要があります。

すべての DevTest サーバ コンポーネントは、そのデータベースと直接通信して、それらのアクションを記録します。こ
のデータ フローに制限があると、悪影響が生まれます。

DevTest が正常に機能するようにするには、どの DevTest サーバ コンポーネントでも、データベース ホストに対するラ
ウンド トリップ時間（RTT）が 20 ミリ秒を超えないようにする必要があります。ネットワーク遅延がこの 20 ミリ秒の
値を超えると、パフォーマンスに関する問題が発生する可能性があります。

WARNING
DevTest の旧バージョンからアップグレードし、データベースを再利用する場合、データベース ユーザにス
キーマを変更する権限が必要になります。この権限は、新旧のバージョン間でマイグレートする際に必要とな
るスキーマとデータの変更のために必要です。

以下の外部データベースがサポートされています。

• IBM DB2 11.5
データベースのコード ページは 1208 である必要があります。また、DevTest レジストリおよびエンタープライズ
ダッシュボードのページ サイズは 32 KB 以上ある必要があります。

NOTE
IAM での DB2 データベースのサポートは廃止されました。DevTest Solutions のその他のすべてのコンポー
ネントでは、DB2 データベースがサポートされます。DB2 からサポートされているデータベースへのデー
タ移行は、手動プロセスです。

• MySQL 5.7 および 5.7.33
MySQL データベースは、UTF-8 をサポートする照合および文字セットを提供する必要があります。2 バイト文字
は、ACL およびレポート テーブルに格納されます。データベースのデフォルト コード ページは UTF-8 である必要が
あります。データベースを UTF-8 として定義することのみでは十分ではありません。

• Oracle 19c
文字セットは、Unicode 設定にする必要があります。データベースの最初の作成では、Oracle ユーザは、CREATE
VIEW システム権限を含む DBA 権限が必要です。Oracle は、UTF-8 エンコーディングを使用してインストールする
必要があります。UTF-8 は弊社がテストした唯一のエンコーディングであり、弊社がサポートする唯一のエンコー
ディングです。

• Microsoft SQL Server 2012、2014、2016、2017、および 2019
レポート データベース（lisadb.reporting）では、データベース ユーザの言語をデフォルトの en-US に設定する必要
があります。他の言語を使用してこのユーザを設定すると、JASPER レポートのレンダリングで問題が発生する可能
性があります。

• PostgreSQL 11.1、12.7、13.3
PostgreSQL データベースは、UTF-8 をサポートする照合および文字セットを提供する必要があります。UTF-8 は、
サポート対象およびテスト済みのデフォルトのエンコーディングです。 PostgreSQL が動作するには、小文字のテー
ブル名を使用する必要があります。

• Azure SQL database 12.0
レポート データベース lisadb.reporting では、データベース ユーザの言語をデフォルトの en-US に設定する必要が
あります。他の言語を使用してこのユーザを設定すると、JASPER レポートのレンダリングで問題が発生する可能性
があります。

レジストリが初めて起動されると、スキーマは外部データベースに自動的に作成されます。スキーマを作成する前
に、DevTest ユーザに DBA 権限があることを確認します。スキーマが作成された後、ユーザから DBA 権限を削除でき
ます。

セキュリティ ポリシーがこの方法を許可しない場合、データベース管理者はスキーマを手動で作成できま
す。LISA_HOME\database ディレクトリの DDL ファイルには、手動でスキーマを作成するためのベースとして利用で
きる SQL ステートメントが含まれています。この情報をデータベース管理者に提供します。

NOTE
外部データベースの設定の詳細については、「データベース管理」を参照してください。
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WARNING

DevTest では、3 つのスキーマが必要です。それぞれのレジストリ、エンタープライズ ダッシュボード、およ
び Identity and Access Manager には、独自のスキーマが必要です。複数のレジストリで同じデータベース ス
キーマを指定しないでください。

負荷およびパフォーマンス テストの場合には、DevTest が必要とするデータ ストレージ容量をサポートできるように、
外部データベースを調整します。

レジストリ、コーディネータ、シミュレータ、およびすべての仮想サービス環境には、高パフォーマンス データベース
アクセスが必要です。パフォーマンス データは、これらのコンポーネントによってデータベースに直接記録されます。
このデータベースは同じデータ センター内に配置することをお勧めします。仮想マシン内でホストされるデータベース
を一般提供に使用することは推奨されません。

DDL ファイル

LISA_HOME\database ディレクトリには、DevTest 用に以下の DDL ファイルが含まれています。

• db2.ddl
• derby.ddl
• mysql.ddl
• oracle.ddl
• sqlserver.ddl
• postgresql.ddl

LISA_HOME\database ディレクトリには、エンタープライズ ダッシュボード用に以下の DDL ファイルが含まれていま
す。

• db2_enterprisedashboard.ddl
• derby_enterprisedashboard.ddl
• mysql_enterprisedashboard.ddl
• oracle_enterprisedashboard.ddl
• sqlserver_enterprisedashboard.ddl
• postgresql_drop_enterprisedashboard.ddl

DevTest Solutions の詳細については、「Java エージェントのデータベース スキーマ」を参照してください。

ネットワークの要件

DevTest Solutions は、常に使用可能な良好なネットワーク通信、およびネットワークのパフォーマンスに依存していま
す。

• どのサーバ コンポーネントも、データベースに対するネットワーク遅延が 20 ミリ秒を超えてはなりません。
• どのサーバ コンポーネントも、レジストリに対するネットワーク遅延が 20 ミリ秒を超えてはなりません。

WARNING
ネットワーク遅延が 20 ミリ秒を超えた場合は、信頼性とパフォーマンスの問題が発生する可能性がありま
す。ワークスペースのラウンド トリップ時間が 100 ミリ秒を超えた場合、ワークステーションを通じたす
べての形式の展開がサポートされません。

名前解決

DevTest Solutions では、ホスト名の解決が前方と逆引きの両方向で常に適切に機能する必要があります。IP アドレスへ
の名前解決が正常に機能する必要があり、その IP アドレスの解決によって元のホストが生成される必要があります。
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ネットワーク アドレス変換

DevTest Solutions は、ネットワーク エンドポイント情報が含まれるメッセージを使用して、ActiveMQ を介して通信し
ます。そのため、NAT （Network Address Translation、ネットワーク アドレス変換）を介して DevTest Solutions を使用
することはできません。

仮想 IP またはネットワーク アドレスの変更

DevTest Solutions は、仮想 IP、またはネットワーク アドレスがサーバ コンポーネント（レジストリ、DevTest ポータ
ル、ブローカ、コーディネータ、シミュレータ、または仮想サービス環境）の存続期間中に変更される可能性のあるイン
ストールを使用できません。

サポートされるブラウザ

DevTest Solutions には、以下の Web ベースのポータル、コンソール、およびダッシュボードが含まれます。

• エンタープライズ ダッシュボード（http://hostname:1506/）
• DevTest ポータル（http://hostname:1507/devtest）
• Forward Cars デモ サーバ（/hostname:3434/cars-app）
• デモ サーバ（http://hostname:8080/lisabank/）
• Identity and Access Manager (https://hostname:51111)
• Virtual Service Catalog (https://hostname:51110)

DevTest ポータルには HTML 5 が必要です。そのため、新しい Web ベース UI を使用するには、最新のインターネット
ブラウザ テクノロジが必要です。以下のインターネット ブラウザ バージョンは HTML 5 をサポートしています。

• Google Chrome
• Mozilla Firefox 72
• Apple Safari 11 （Mac）
• Microsoft Internet Explorer 11
一部のバージョンの Internet Explorer 11 では、DevTest エンタープライズ ダッシュボードに対応しない方法で
cookie が処理されます。エンタープライズ ダッシュボードへのアクセスの問題が発生する場合は、Internet Explorer
を最新のバージョンにアップグレードするか、別のブラウザを使用してください。

DevTest ポータルでは、WebSocket を使用してブラウザにコンテンツを提供します。DevTest ポータルを問題なく使用
するには、ご使用のブラウザが WebSocket をサポートしている必要があります。使用するファイアウォールやリバース
プロキシも、WebSocket の使用を許可している必要があります。そうではない場合は、WebSocket 接続を許可するた
め、HTTPS を使用して DevTest ポータルにアクセスすることをお勧めします。

DevTest ポータルを表示するための推奨画面解像度は、1024 x 768 です。

サポートされている言語

DevTest Solutions では、以下の言語がサポートされています。

• 英語
• 日本語
• フランス語

NOTE

韓国語の文字の使用はサポートされていません。

Application Insight サポート マトリックス
このページには、Application Insight の各種コンポーネントおよび機能に関する参照情報とそのサポート時期が表示され
ます。
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バージョン

以下の表では、各  バージョンがいつリリースされたのかを示します。

 

製品 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年
10.4 いいえ いいえ いいえ はい

（9 月から）
10.3 いいえ いいえ いいえ はい

（3 月から）
10.2 いいえ いいえ はい

（12 月から）
はい

10.1 いいえ いいえ はい
（4 月から）

はい

10.0 いいえ はい
（12 月から）

はい はい
（12 月まで）

9.5 いいえ はい
（6 月から）

はい はい
（6 月まで）

9.1 いいえ はい
（2 月から）

はい はい
（2 月まで）

9.0 はい
（11 月から）

はい はい
（10 月まで）

いいえ

8.5 はい
（10 月から）

はい はい
（10 月まで）

いいえ

8.4 はい
（9 月から）

はい はい
（7 月まで）

いいえ

8.3 はい
（8 月から）

はい はい
（7 月まで）

いいえ

8.2 はい
（7 月から）

はい はい
（7 月まで）

いいえ

8.1 はい
（6 月から）

はい はい
（7 月まで）

いいえ

8.0.x はい
（上半期から）

はい はい
（3 月まで）

いいえ

8.0 はい はい はい
（3 月まで）

いいえ

Application Insightエージェント

以下の表では、各エージェントがいつリリースされたのかを示します。

エージェント 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年
Pure Java エージェント はい はい はい はい
ネイティブ Java エー
ジェント

はい はい はい はい
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.NET エージェント
（ERPConnect のみ）

はい はい はい はい

Java SE および EE JVM

以下の表では、さまざまな Java 仮想マシンのサポートについて説明します。

JVM 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年
Oracle 1.8* はい

（DevTest +8.2）
はい
（DevTest +8.2）

はい
（DevTest +8.2）

はい
（DevTest +8.2）

Oracle 1.7 はい はい はい はい
Oracle JRockit 1.6 はい

（DevTest 8.x）
はい
（DevTest 8.x）

はい
（DevTest 8.x）

いいえ

Sun 1.6 はい はい はい はい
Sun 1.5 はい はい はい はい
Sun 1.4 はい

（LISA 7.x）
いいえ いいえ いいえ

IBM 1.6 はい はい はい はい
IBM 1.5 はい

（LISA 7.x）
はい
（LISA 7.x）

いいえ いいえ

* WildFly 8.2 に制限されます。

OpenJDK はサポートされていません。

 

アプリケーション サーバ

以下の表では、アプリケーション サーバのサポートについて説明します。

アプリケーション サーバ 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年
IBM WebSphere 7.0 はい はい はい はい
IBM WebSphere 8.5 はい（DevTest 8.x） はい はい はい
JBoss AS 4.2 はい はい はい はい
JBoss AS 7.3 はい（DevTest 8.x） はい はい はい
JBoss EAP 6.2 はい

（DevTest 8.x）
はい はい はい

WildFly 8.2 はい
（DevTest +8.1）

はい はい はい

JBoss Fuse 6.2 いいえ はい
（DevTest +9.1）

はい
（DevTest +9.1）

はい

Jetty 8 はい（DevTest 8.x） はい はい はい
Jetty 9.1 はい（DevTest 8.x） はい はい はい
Jetty 9.2 はい

（DevTest +8.3）
はい はい はい

Oracle WebLogic 10.3 はい はい はい はい
Oracle WebLogic 12.1.1 はい（DevTest 8.x） はい はい はい

 183



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

TIBCO BW 5.x はい はい はい はい
TIBCO EMS はい（DevTest 8.x） はい はい はい
webMethods Integration
Server 9.6

はい
（DevTest +8.3）

はい
（DevTest +8.3）

はい
（DevTest +8.3）

はい

webMethods Integration
Server 9.5

はい はい はい はい

webMethods Integration
Server 9.0

はい はい はい はい

webMethods Integration
Server 8.2

はい（LISA 7.x） はい（LISA 7.5.2） いいえ いいえ

webMethods Integration
Server 7.1

はい（LISA 7.x） はい（LISA 7.5.2） いいえ いいえ

SAP NetWeaver 7.3 およ
び 7.4

はい（LISA
7.5.2*、DevTest
+8.0.1*）

はい（LISA
7.5.2*、DevTest
+8.0.1*）

はい（DevTest +8.0.1*） はい

* プロトコル EJB、JMS、REST、および Web サービスに限定されています。

表示トランザクション プロトコル

以下の表では、キャプチャおよび表示プロトコルのサポートがいつ追加されたのかを示します。

機能 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年
例外 はい はい はい はい
ログ はい はい はい はい
HTTP はい はい はい はい
Web サービス はい はい はい はい
REST はい はい はい はい
RMI はい はい はい はい
EJB はい はい はい はい
JDBC はい はい はい はい
JCA はい はい はい はい
JMS はい はい はい はい
WebSphere MQ はい はい はい はい
webMethods はい はい はい はい
TIBCO はい はい はい はい
CICS はい はい はい はい
SAP JCo はい はい はい はい
SAP IDoc はい（LISA +7.5） はい はい はい
ERPConnect 3.0 はい はい はい はい
Java はい

（DevTest +8.2）
はい
（DevTest +8.2）

はい
（DevTest +8.2）

はい
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仮想化機能

以下の表では、さまざまな仮想化機能のサポートを示します。

機能 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年
Microsoft JDBC ドライバ
4.0
Microsoft SQL Server
2012 データベース用
（sqljdbc4.jar）

はい（DevTest +8.0） はい（DevTest +8.0） はい（DevTest +8.0） はい

jTDS 1.3.1 JDBC ドライ
バ
Microsoft SQL Server
2012 データベース用
（sqljdbc4.jar）

はい（DevTest +8.0） はい（DevTest +8.0） はい（DevTest +8.0） はい

Microsoft JDBC ドライバ
4.0
Microsoft SQL Server
2008 R2 データベース用
（sqljdbc4.jar）

はい（DevTest +8.0） はい（DevTest +8.0） はい（DevTest +8.0） はい

jTDS 1.3.1 JDBC ドライ
バ
Microsoft SQL Server
2008 R2 データベース用
（sqljdbc4.jar）

はい（DevTest +8.0） はい（DevTest +8.0） はい（DevTest +8.0） はい

IBM DB2 9.5 JDBC ドラ
イバ
IBM DB2 10.5 データ
ベース用
（db2jcc.jar 3.57.82 およ
び db2jcc4.jar）

はい（DevTest +8.0） はい（DevTest +8.0） はい（DevTest +8.0） はい

IBM DB2 9.5 JDBC ドラ
イバ
IBM DB2 9.8 データベー
ス用
（db2jcc.jar 3.57.82 およ
び db2jcc4.jar）

はい（DevTest +8.0） はい（DevTest +8.0） はい（DevTest +8.0） はい

IBM DB2 9.5 JDBC ドラ
イバ
IBM DB2 9.5 データベー
ス用
（db2jcc.jar 3.57.82 およ
び db2jcc4.jar）

はい（LISA +7.5.1） はい はい はい

Oracle 11g JDBC ドライ
バ
Oracle 11g データベース
用
（ojdbc7.jar、ojdbc6-11.
1.0.2.jar、ojdbc5.jar）

はい はい はい はい

 185



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

Oracle 11g JDBC ドライ
バ
Oracle 12c データベース
用
（ojdbc7.jar、ojdbc6-11.
1.0.2.jar、ojdbc5.jar）

はい（DevTest +8.0） はい（DevTest +8.0） はい（DevTest +8.0） はい

Progress DataDirect
Connect for JDBC 5.1
Oracle 11g データベース
用
（oracle.jar）

いいえ はい
（DevTest +9.1）

はい
（DevTest +9.1）

はい

Informatica DataDirect
JDBC ドライバ 5.1.2
Oracle 11g データベース
用
（com.informatica.datad
irect-dworacle-5.1.2.HF1
.jar）

いいえ はい
（DevTest +9.1）

はい
（DevTest +9.1）

はい

Apache Derby 10.8.3.0
JDBC ドライバ
Apache Derby データ
ベース用
（derbyclient-10.10.2.0.j
ar）

はい はい はい はい

Teradata 14.10 はい
（LISA 7.5 ～ DevTest
8.4）

はい
（LISA 7.5 ～ DevTest
8.4）

はい
（LISA 7.5 ～ DevTest
8.4）

いいえ

Web HTTP はい はい はい はい
REST はい はい はい はい
Web サービス はい はい はい はい
EJB はい はい はい はい
JCA はい はい はい はい
JMS はい はい はい はい
WebSphere MQ はい はい はい はい
webMethods はい はい はい はい
TIBCO BW はい はい はい はい
CICS はい はい はい はい
SAP JCo はい はい はい はい
SAP IDoc はい（LISA +7.5） はい はい はい
ERPConnect 3.0 はい はい はい はい
Java はい

（DevTest +8.2）
はい
（DevTest +8.2）

はい
（DevTest +8.2）

はい

RMI はい
（DevTest +9.0）

はい
（DevTest +9.0）

はい
（DevTest +9.0）

はい
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ベースライン機能

以下の表では、さまざまなベースライン機能のサポートを示します。

機能 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年
Web HTTP はい はい はい はい
Web サービス はい はい はい はい
REST はい はい はい はい
REST （ステートフル） はい はい はい はい
RMI はい はい はい はい
EJB はい はい はい はい
EJB （ステートフル） はい はい はい はい
JMS はい はい はい はい
WebSphere MQ はい はい はい はい
webMethods はい はい はい はい
TIBCO BW および EMS はい はい はい はい

DevTest サーバ コンポーネント
のインストール時に、以下の製品がインストールされます。

• Application Test
• Service Virtualization

これらの製品は、さまざまなコンポーネントを使用します。製品はいくつかのコンポーネントを共有します。その他のコ
ンポーネントは製品固有です。

以下の図は、 製品とコンポーネントを示しています。コンポーネントは、実行可能ファイルとユーザ インターフェース
に分けられます。
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以下の表は、実行可能ファイルのリストを表示し、それらの実行可能ファイルをどの製品が使用するかを示します。

名前 コンポーネントを必要とする製
品

コンポーネントを必要とする操
作

詳細

Identity and Access Manager エンタープライズ ダッシュボー
ド

レジストリ
（すべての DevTest Solutions
製品）

すべての  コンポーネントの
ユーザ認証が提供されます。

Identity and Access Manager

エンタープライズ ダッシュボー
ド

レジストリ

（すべての DevTest Solutions
製品）

エンタープライズ アクティビ
ティをモニタします。

使用状況レポートを生成しま
す。

エンタープライズ ダッシュボー
ドの使用

レジストリ すべての DevTest Solutions 製
品

および  コンポーネントを登録
します。レジストリは、すべて
のプロセスのセントラル ハブま
たはエンジンです。

使用状況監査レポート用の使用
状況データを収集します。

レジストリ

ポータル すべての DevTest Solutions 製
品

 ポータルを起動します。 DevTest ポータル

コーディネータ Application Test シミュレータ上で実行されたテ
ストを調整します。

コーディネータ サーバ

シミュレータ Application Test テストを実行します。 シミュレータ サーバ
仮想サービス環境（VSE） Service Virtualization 仮想サービスを展開します。 サービスの仮想化
ブローカ Application Insight Java エージェントを調整しま

す。
Java エージェント コンポーネ
ント

レジストリ、コーディネータ サーバ、シミュレータ サーバ、および VSE は、個別の仮想マシンで実行される「ヘッド
レス」 Java アプリケーションです。

Application Test および Service Virtualization 用の DevTest サーバの最小構成には、これらのコンポーネントをそれぞれ
1 つ以上含める必要があります。特定のテスト環境に必要とされるのと同数のインスタンスを各タイプに設定できます。

通常、Application Test 用の DevTest サーバ構成には 1 つのレジストリ、1 つのコーディネータ サーバ、および複数のシ
ミュレータ サーバがあります。

VSE は、サーバ レベルのサービスです。サービスは、コーディネータおよびシミュレータが接続されているレジストリ
と共存できます。シミュレータおよびコーディネータは、VSE の実行に必須ではありません。

一連のプロセスまたはサービスを起動することにより、DevTest サーバを起動します。最初に起動するコンポーネント
（エンタープライズ ダッシュボード、レジストリ、およびポータル）は、DevTest Solutions をサポートします。その他
のコンポーネントは製品固有です。スタートアップの詳細については、「サーバ コンポーネントの起動」を参照してく
ださい。

DevTest ワークステーションは、テストおよび仮想モデル アセットを作成するユーザのデスクトップ コンピュータにイ
ンストールする必要があります。ワークステーションはいくつでもレジストリに接続でき、サーバ環境を共有できます。

NOTE
同じレジストリに接続している複数の DevTest ポータルはサポートされていません。
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DevTest プロセスの関係
DevTest Solutions をインストールして設定するときに、通常ではインストーラは複数のコンピュータで実行され、それ
らのコンピュータの構成はそれぞれに異なります。以下の例について考えてみます。

• コンピュータ 1
Identity and Access Manager、エンタープライズ ダッシュボード、およびサーバ コンポーネント。組み込み型のワー
クステーションは使用されない可能性があります。

• コンピュータ 2

 190



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

レジストリ コンポーネントがコンピュータ 1 の Identity and Access manager とエンタープライズ ダッシュボードに
リンクするサーバ。通常、分散システムには 1 つのレジストリのみが必要です。この 2 つ目のレジストリは、複数の
レジストリがサポートされることを示すために追加されています。

• コンピュータ 3
ワークステーションおよびデモ サーバ（コンピュータ 1 上のレジストリへのリンクを持つ）。このコンピュータは、
ユーザ マシンを表します。

• コンピュータ 4
これもユーザ マシン（特に、ポータル アクセスのみを必要とするユーザ）を表すことができます。

環境をセットアップするには、認証と許可の要件を明確に理解している必要があります。レジストリは、すべての  シス
テムの中心です。IAM （Identity and Access Manager）は、すべてのレジストリのユーザ認証を行うコンポーネントで
あり、認証を必要とするその他のコンポーネントのユーザ認証も行います。IAM ではユーザ、ロール、セッション、お
よびイベントを管理できます。レルム設定の定義、認証データベースの定義、および外部ユーザ データベースのフェデ
レーションを行うこともできます。ただし、覚えておく必要があるのは、ユーザとロールは IAM で作成して管理します
が、各ロールの権限は  ポータルからレジストリ レベルで定義するということです。

DevTest Solutions をインストールするときには、Identity and Access Manager のインスタンスをインストールするか、
既存の IAM をポイントするのかを選べます。通常では、全社の認証を管理する IAM を 1 つ作成します。それにより、社
内の各エンタープライズ ダッシュボードと各レジストリがその 1 つの IAM をポイントできます。IAM が 1 つであること
の利点は、全社のユーザとロールの一元管理が可能になることです。LDAP サーバを使用してユーザを管理している場合
は、これにより  環境でのそのサーバへの単一接続も実現します。

以下の図は 1 つの IAM と複数のレジストリで構成される分散環境を表しています。
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IAM が 1 つである場合の制約は、複数のレジストリを個別に管理できないことです。レジストリが複数ある環境で各レ
ジストリを個別に管理する必要がある場合は、レジストリごとに個別の IAM をインストールする必要があります。これ
は 1 つのレジストリのユーザが別のレジストリの権限を持てない場合に特に当てはまります。たとえば、次のように仮
定します。

• ユーザ 1 にはレジストリ A の SV パワー ユーザ権限が必要です。
• ユーザ 1 にはレジストリ B のランタイム権限が必要です。
• ユーザ 2 はレジストリ A のランタイム権限を必要としますが、レジストリ B にはアクセスできません。

IAM が 1 つである場合に、ユーザ 1 に SV パワー ユーザ権限###ランタイム権限を割り当てると、そのユーザは##のレ
ジストリに対する##の権限セットを持つことになります。ユーザ 2 にランタイム権限を割り当てると、そのユーザはレ
ジストリ B の権限だけではなく、##のレジストリに対するランタイム権限を持つことになります。複数レジストリの認
証シナリオが複雑で、特定のロールに権限を割り当ることでは実現できない場合は、レジストリごとに個別の IAM をイ
ンストールする必要があります。

以下の図は IAM が複数ある環境を表しています。
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また、 サーバを、1 つの製品固有サービスのみ（シミュレータ実行ファイルまたはサービスなど）を実行するコン
ピュータにインストールできます。

この例のシステムは、任意の  システムと以下の特性を共有します。

• 各  システムには 1 つまたは複数の IAM インスタンスがあります。

NOTE
アクセス可能なネットワークごとに 1 つの IAM と 1 つのエンタープライズ ダッシュボードが必要です。ク
ローズド ネットワーク（相互にアクセスできないネットワーク）の場合は、レジストリが実行されるネット
ワークごとに 1 つの IAM と 1 つのエンタープライズ ダッシュボードが必要です。

• 各 IAM は 1 つまたは複数のレジストリに接続されます。
• 各 DevTest Solutions システムにはエンタープライズ ダッシュボードが 1 つあります。
• 各エンタープライズ ダッシュボードは 1 つまたは複数のレジストリに接続されます。通常、1 つのレジストリで十分
です。

• 各  インストールでは、1 つのレジストリ（すべてのユーザ アクティビティを監査するコンポーネント）がインス
トールされます。

• 各  インストールでは、1 つのローカル ワークステーションがインストールされます。この組み込み型のワークス
テーションは、スタンドアロン インストールで使用されます。 が分散環境にインストールされるときには、ローカル
ワークステーションが使用されない可能性があります。

• 分散システムの各  レジストリは、1 つ以上のリモート ワークステーションに接続できます。
• Web ブラウザは、ポート 1507 上の  （URL の最後が devtest）を参照することにより、 ポータルにアクセスできま
す。このポータルに Web ブラウザからアクセスできます。DevTest Solutions ソフトウェアをコンピュータにインス
トールする必要はありません。

各レジストリと各エンタープライズ ダッシュボードを起動するには、それぞれを IAM に接続する必要があります。
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ライセンスを取得するには、レジストリがエンタープライズ ダッシュ ボードに接続する必要があります。接続の完了
後、レジストリが使用数をエンタープライズ ダッシュボードに転送する必要があります。ダッシュボードは、レジスト
リなしで実行できます。レジストリが初めて開始された場合、エンタープライズ ダッシュ ボードに接続してライセンス
をダウンロードする必要があります。以降の起動では、レジストリはキャッシュされたライセンスのバージョンを使用す
るため、エンタープライズ ダッシュボードに接続されている必要はありません。

レジストリとエンタープライズ ダッシュボード間の接続が切断された場合、レジストリは使用数をローカルにキャッ
シュします。接続が再確立されたら、レジストリは使用数をエンタープライズ ダッシュボードに転送します。

NOTE

詳細情報：

• DevTest サーバ コンポーネント
• DevTest サーバのインストールおよび設定
• Identity and Access Manager
• アクセス制御（ACL）

DevTest ソリューション アーキテクチャ
は、各機能領域のアーキテクチャを参照して記述することができます。

テスト用のアーキテクチャ

Application Test は、以下の  コンポーネントを使用します。

• レジストリ
• ポータル
•
• コーディネータ サーバ
• シミュレータ サーバ

ポータルおよび  はテストを作成およびモニタするために使用されますが、テスト ケースは  環境で実行されます。コー
ディネータ サーバおよびシミュレータ サーバは、 に組み込まれています。

以下の図は、Application Test アーキテクチャを示しています。
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Figure 2: CA Application Test アーキテクチャ図、v2
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テストはすべて、コーディネータ サーバのコーディネータの管理下でシミュレータ サーバによって生成された仮想ユー
ザ（シミュレータ）によって実行されます。

各シミュレータはテスト中のシステムに接続し、アクションを呼び出します。仮想ユーザが並列モードで実行されている
と、負荷テストが行われます。

の埋め込みインスタンスは、 が実行されているのと同じコンピュータ上で実行されます。また、大規模な分散環境内の
個別のコンピュータ上で実行するようにスタンドアロン  を設定できます。テスト要件には、使用されるサーバ アーキテ
クチャが指定されています。さまざまなハードウェア/オペレーティング システムに各種コンポーネントを分散させるこ
とにより、DevTest Solutions を大規模なテスト環境に合わせて拡張できます。

製品には Application Test、Service Virtualization、および Application Insight が含まれ、それぞれが中央  レジストリに
接続されます。Application Test ユーザは、組み込み  と共に、オプションのコーディネータ サーバおよびシミュレー
タ サーバと、必要に応じて、リモートでインストールされたすべての  を使用します。すべての  製品のコンポーネント
は、セントラル レジストリに接続されます。

サービス仮想化のためのアーキテクチャ

以下の図は、サービス仮想化のためのアーキテクチャを示します。

Figure 3: CA Service Virtualization アーキテクチャ図
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Application Insight のアーキテクチャ

以下の図は、Application Insight のアーキテクチャを示しています。

Figure 4: CAI アーキテクチャ図

エンタープライズ ダッシュボード アーキテクチャ

以下の図は、エンタープライズ ダッシュボード アーキテクチャを示しています。
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Figure 5: エンタープライズ ダッシュボード アーキテクチャ図

Virtual Service Catalog

以下の図は Virtual Service Catalog アーキテクチャを表しています。
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Figure 6: 仮想サービス カタログ アーキテクチャ図

NOTE

詳細情報：

• DevTest サーバ コンポーネント
• Application Test および Service Virtualization での DevTest サーバのデータ フロー

Application Test および Service Virtualization での DevTest サーバのデータ フロー
以下の図は、レジストリ、、コーディネータ サーバ、シミュレータ サーバ、およびデータベース間のデータ フローを示
しています。
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Figure 7: DevTest Solutions のデータ フロー

コーディネータ サーバは、1 つ以上のシミュレータ サーバにテスト ケースをモデル アーカイブ（MAR）形式で送信し
ます。

シミュレータ サーバは、テスト中のシステムと対話します。これらのコンポーネント間で交換されるデータのタイプ
は大きく異なる可能性があります。データは、簡単な HTTP 要求と HTML 応答、Web サービス コール、データベース
コールなどです。

各種コンポーネントはデータベースにメトリックおよびレポート情報を送信します。

レジストリはレポート ポータルをホストします。そのため、データベースと通信してレポート データを取得します。
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以下の図は、レジストリ、VSE、 ポータル、およびデータベース間のデータ フローを示しています。

Figure 8: VSE による DevTest Solutions のデータフロー

DevTest ソリューション インストーラのダウンロード
CA Support Online の Download Center では、1 つ以上のプラットフォーム固有のインストーラおよびオプションのデモ
サーバをダウンロードできます。

以下の手順に従います。

1. https://support.broadcom.com に移動します。
2. Broadcom Support Online ユーザ名とパスワードを使用してログインします。
3. ［Enterprise Software Support］を選択します。
4. ［Product Downloads］をクリックします。
［Download Management］ページが表示されます。
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5. ［Search by Product Name］ボックスで「Service Virtualization」と入力し、［Service Virtualization］タイルを選
択します。

6. ［Product Downloads］タブで、下にスクロールして、製品結果を表示します。
製品では、［Solutions Downloads］タブは有効になっていません。以下のスクリーンショットは、DevTest 10.6 イ
ンストーラの例を示しています。
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NOTE
［鍵］アイコンをクリックすると、事前構築済みのイメージのトークンを生成できます。詳細については、
「DevTest with Docker Compose」および 「DevTest Docker for Kubernetes」を参照してください。
NOTE
イメージは、障害修正と脆弱性対応策によって継続的に更新されます。イメージの最新バージョンは常
に、GA 番号が最も大きいものです。

現在、10.7.x バージョンは最新のイメージ バージョンを示します。
7. 青色で表示されている製品名をクリックします。
その製品の［Product Downloads］ページが表示されます。

8. 製品リリースを選択するには、ページの右上にある［Release］ドロップダウンをクリックします。以下のスクリー
ンショットは、DevTest 10.6 インストーラの例を示しています。

9. OS およびプロセッサのニーズに合ったインストーラを検索します。インストール ウィザードには、 や 
などが含まれています。ダウンロードするには、ファイル名の右側にある［Download Now］アイコン

をクリックします。
10.ダウンロードの環境設定を選択していない場合は、ここで選択するように促すメッセージが表示されます。［HTTP

Via Internet Browser］を選択します。
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WARNING

このダウンロードについては、このページでポップアップ ブロッカーを無効にする必要があります。
11. ZIP ファイルを目的の場所に保存します。
12.デモ サーバをダウンロードすることを強くお勧めします。

NOTE

Virtual Service Catalog を使用するには、Virtual Service Catalog インストーラもダウンロードする必要が
あります。Virtual Service Catalog のインストールの詳細については、「SV Service Catalog のインストー
ル」を参照してください。

DevTest インストールの概要
初めて DevTest Solutions をインストールする場合は、以下のガイドラインに従ってください。

1. DevTest Solutions インストーラをダウンロードします。
2. 汎用 UNIX インストーラを使用する場合は、独自の JVM を提供します。
3. 必要な数のシステムに DevTest Solutions をインストールします。最初の  をインストールするときには、［新しいエ
ンタープライズ ダッシュボード］を選択して、［ライセンス ファイルを使用］を選択します。

Post-Installation ステップ

1. Identity and Access Manager を設定します。
– 10.3 以前のバージョンからアップグレードする場合は、「アップグレードと認証」も参照してください。

2. 外部データベースを設定します。
– レジストリに関して外部データベースを設定します。
– エンタープライズ ダッシュボードに関して外部データベースを設定します。
注： DevTest Solutions と共にインストールされた Apache Derby データベースからエンタープライズ クラスのデー
タベースへのマイグレーション パスはありません。Derby を使用する場合は、エンタープライズ クラスのデータ
ベースが必要とする場合、システムを一般に使用可能にするときに、必須ユーザ認証（ロール）データを再入力する
必要があります。

3. エンタープライズ ダッシュボードおよびすべてのレジストリをアクティブにします。
a. レジストリをアクティブにします。

NOTE
このプロセスでは、製品キーによりエンタープライズ ダッシュボードもアクティブ化されます。

b. レジストリのアクティブ化（新規またはアップグレード）を確認します。
4. インストール後のタスクを実行します。
5. （オプション）各レジストリで使用できるようにデモ サーバと共に追加のワークステーションをインストールしま
す。

6. インストールを検証します。
7. 不正使用を防ぐために、標準ユーザのパスワードを変更します。
8. 必要な統合ツールをインストールします。

インストールが完了したら、ACL 適用セキュリティの設定および使用許諾契約の遵守の詳細について「管理」を参照し
てください。

インストール オプション
Windows 上で管理者としてインストーラを実行し、すべてのインストーラ アクション（デスクトップ リンク、レジスト
リ エントリの作成、およびサービスのインストールなど）の適切な権限があることを確認する必要があります。

Application Test および Service Virtualization は、1 つのソリューション セットとして一緒にインストールされます。
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デスティネーション ディレクトリ

DevTest Solutions をインストールするときには、インストールのデスティネーション ディレクトリの選択を求められま
す。このセクションでは、インストール デスティネーションとデータ ディレクトリの場所を選択するときのその他の考
慮事項について説明します。

インストール デスティネーション ディレクトリ

デフォルトのディレクトリは次のとおりです。

• Windows： C:\Program Files\CA\DevTest.
• Unix： /opt/CA/DevTest
• OS X： /opt/CA/DevTest

別の場所にインストールする場合は、パスを参照し、新しいフォルダ名を入力します。フォルダが存在しない場合には自
動的に作成されます。

旧リリースと現在のリリースを区別するには、リリースの識別子を含む名前を検討してください。たとえば、「C:
\DevTestServer_10.5」と入力します。

データ ディレクトリ

ワークステーションとサーバの両方をインストールする場合、データ ディレクトリはインストール フォルダと同じにす
ることをお勧めします。  

ワークステーションのみをインストールする場合、デフォルトのデータ ディレクトリはユーザのホーム フォルダ内にあ
る DevTest という名前のサブフォルダです。

サイレント インストーラを使用する場合、データ ディレクトリとインストール ディレクトリを別々にするには、データ
ディレクトリ（ユーザのホーム フォルダなど）を指定する必要があります。

• Windows の例： %userprofile%/DevTest
• Mac/Linux/UNIX の例： ~/DevTest

%userprofile% （または '~'）ユーザ ホーム変数の使用は、他のユーザに代わってこの製品をインストールするシステム
管理者にとって有用である可能性があります。これらの変数は、この製品を使用するすべてのユーザのホーム フォルダ
に解決されます。

データ ディレクトリがインストール ディレクトリと異なる場合、 はインストール ディレクトリおよびユーザのホーム
フォルダの両方に lisa.user.properties ファイルを作成します。このプロパティ ファイル内の lisa.data.dir プロパティ
は、製品にデータ ディレクトリが配置されている場所を通知します。

ユーザは、指定されたデータ ディレクトリへの書き込み権限を持っている必要があります。データ ディレクトリが存在
しない場合、インストーラはそれを作成し、それが書き込み可能であることを確認するテストを行います。

データ ディレクトリに含まれるコンポーネントは、以下のとおりです。

• • ワークステーション コンポーネント： _local.properties、_logging.properties、_de-identify.xml、ホットデプロ
イ、カスタマイズのライブラリ、アセットが含まれるプロジェクト、サンプル フォルダ。 

• サーバ コンポーネント： ホットデプロイ、CVS モニタ、VSE 展開。

の初回起動時に、プロジェクトおよびサンプルはインストール ディレクトリからデータ ディレクトリにコピーまたはリ
フレッシュされます。

NOTE

でより多くのメモリが必要な場合、インストール ディレクトリで .vmoptions ファイルを編集するか、ワーク
ステーションが実行されているマシン上でシステム環境変数 LISA_MORE_VM_PROPS=-Xms?m -Xmx?m を設
定して、メモリ割り当て設定をカスタマイズできます。
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一般的な設定

スタンドアロン

DevTest Solutions を 1 台のコンピュータにインストールする場合は、以下を選択します。

• サーバ
• 新しいエンタープライズ ダッシュボード

Broadcom サブスクリプション ポートフォリオ使用許諾契約（PLA）または標準ライセンス ファイルのどちらを使用
するかを指定します。

• デモ サーバをインストールする

分散

分散 DevTest Solutions システムを複数のコンピュータにインストールする場合は、以下の方法を検討します。

1. #########の場合は、システム要件を満たすサーバから、以下を選択します。
– サーバ
– Identity and Access Manager のインストールまたはアップグレード
– 新しいエンタープライズ ダッシュボード

Broadcom サブスクリプション ポートフォリオ使用許諾契約（PLA）または標準ライセンス ファイルのどちらを
使用するかを指定します。

2. ############の場合は、以下を選択します。
– サーバ
– 既存の Identity and Access Manager への接続
– 既存のエンタープライズ ダッシュボード サーバ

NOTE
サーバの 1 つのコンポーネントのみを使用する予定であっても、サーバをインストールしてください。たと
えば、多くのメトリックを収集していたり、多数のレポートを要求していたりする場合は、他のサービスを
実行していないコンピュータ上でコーディネータ サーバを実行できます。

3. Application Test および Service Virtualization のユーザ用に個別のホストにコンポーネントをインストールするには、
以下を選択します。
– ワークステーション
ユーザがワークステーションにログインすると、それらのユーザは、いずれかのサーバと共にインストールされた
レジストリにリンクします。

– デモ サーバをインストールする
新規ユーザには、チュートリアルが役立つ可能性があります。

必要なプロセスをインストールするためのオプション（Windows）

DevTest Solutions を使用するには、最大 7 つのプロセスを起動する必要があります。インストール ウィザードでは、こ
のタスクを実行する方法を選択できます。

• ［スタート］メニュー フォルダの作成
• サービスをインストールする

これらのオプションのいずれかを選択するか、両方のオプションを選択するか、どのオプションも選択しないことが可能
です。どのオプションも選択しない場合は、 サーバ インストール ディレクトリ（LISA_HOME\bin）の bin フォルダか
ら、またはコマンド プロンプトから、プロセス実行ファイルを起動できます。

ライセンス アクティブ化の仕組み
ソリューションでは、以下の 2 つのライセンス モデルを使用できます。
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エンタープライズ サブスクリプション ポートフォリオ使用許諾契約（PLA）

ポートフォリオ使用許諾契約（PLA）では、エンタープライズ ソフトウェア ポートフォリオ全体、またはセグメントご
とのサブセットを使用するライセンスがお客様に付与されます。お客様が価格を予測できるように、契約で上限について
の合意があります。

ソリューションを PLA でインストールする場合は、インストール プロセス中にインストール済みインスタンスを PLA
インスタンスとして識別する必要があります。また、会社のドメインとエンタープライズ サイト ID を含むアクティベー
ション情報を提供する必要があります。このアクティベーション情報は、エンタープライズ ダッシュボードからいつで
も更新できます。

PLA はサブスクリプション モデルなので、この契約では、カスタマのサブスクリプション使用状況とシステム設定情報
を Broadcom/CA Technologies のデータ ウェアハウスに送信する必要があります。この操作は、 ソリューションに直接
統合されているテレメトリ機能によって実行されます。セキュリティで保護されて匿名化された方法で使用状況データを
収集および活用することは、お客様を成功へ導く関連製品を提供するために不可欠です。

WARNING

テレメトリは、いかなる個人識別情報（PII）も送信しません。Broadcom は、弊社のプライバシーに関する
声明で説明されているポリシー（https://www.broadcom.com/company/legal/privacy/policy）に引き続き従いま
す。

テレメトリ、収集されるデータ、アクティベーション情報の更新の詳細については、「テレメトリ」を参照してくださ
い。

トランザクション消費ベースの使用許諾契約

DevTest Solutions ライセンス ファイル（devtestlic.xml）は、DevTest Solutions のすべての機能をロック解除します。

DevTest Solutions セットアップ ウィザードを使って最初の  をインストールすると、インストーラの埋め込みライセン
ス ファイルが使用されます。その後に、セットアップ プロセスでエンタープライズ ダッシュボードがインストールさ
れ、そのファイルが  インストール ディレクトリ（LISA_HOME）に配置されます。追加の  レジストリ サーバをインス
トールするときには、エンタープライズ ダッシュボード サーバへの URL を入力します。

NOTE

エンタープライズ ダッシュボード データベースの場所を変更するには、現在のデータベース スキーマを保
持しながら、インストーラを再実行する必要があります。再インストールの前に、カスタマイズされたプロ
パティ ファイルをバックアップしてください。これらには、local.properties、site.properties、および各種
vmoptions ファイルが含まれます。

WARNING
エンタープライズ ダッシュボードへの URL が変更される場合は、エンタープライズ ダッシュボードにレポー
トする各レジストリ サーバの LISA_HOME ディレクトリにある site.properties ファイルを更新する必要があ
ります（新しい情報で devtest.enterprisedashboard.host=somehost プロパティを設定します）。

エンタープライズ ダッシュボード プロセスおよび各レジストリ プロセスを起動すると、エンタープライズ ダッシュ
ボード プロセスがレジストリ設定を読み取り、レジストリをアクティブにします。アクティブにされたレジストリは、
ユーザが確認できるように、エンタープライズ ダッシュボード UI に表示されます。

WARNING
レジストリのホスト名またはポートが変更される場合は、エンタープライズ ダッシュボードがレジストリを再
アクティブ化できるように、レジストリを再起動する必要があります。

NOTE
「レジストリまたはエンタープライズ ダッシュボードの再アクティブ化」を参照してください。
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DevTest サーバのインストールおよび設定
このセクションでは、 をインストールおよび設定する方法を説明します。

NOTE

DevTest Solutions の以前のバージョンからアップグレードする場合は、現在の認証方式へのアップグレードの
影響を慎重に検討してください。詳細については、「Identity and Access Manager」を参照してください。

Windows での DevTest Server のインストール

インストール手順を開始する前に、Download Center から以下のファイルをダウンロードします。

• ご使用のプラットフォーム用のインストーラ
• （オプション）デモ サーバ zip ファイル

NOTE
通常、デモ サーバは、スタンドアロン システムでのみ、サーバ コンポーネントと共にインストールされ
ます。分散システムの場合は、通常ではデモ サーバは DevTest Solutions の新規ユーザ用に  と共にインス
トールされます。デモ サーバは、チュートリアルのために、またサンプル プロジェクトの多数のアーティ
ファクトのために使用されます。

以下の手順に従います。

1. インストーラ ファイル（devtest_win_x64.exe など）を実行します。
［DevTest Solutions セットアップ ウィザードへようこそ］手順が表示されます。

2. ［Next］をクリックします。
［End User License Agreement］手順が表示されます。

3. 使用許諾契約を読み、最後までスクロールして、［I accept the terms of the License Agreement］オプションを選
択し、［Next］をクリックします。
［Select Components］手順が表示されます。

4. ［Server］チェック ボックスがオンになっていることを確認します。組み込み型のワークステーションはサーバにイ
ンストールされます。［Next］をクリックします。
［Select Destination Directory］手順が表示されます。

5. インストール ディレクトリ（LISA_HOME）のパスおよびフォルダ名を入力します。
– 現在のリリースを古いリリースと分離しておきたい場合は、リリース識別子を含む名前を検討してください。たと
えば、「C:\DevTestServer_10.4」と入力します。または、デフォルト（C:\Program Files\CA\DevTest）をそのま
ま使用します。

– パスを参照し、新しいフォルダの名前を入力すると、そのフォルダがインストール ウィザードによって作成され
ます。

– 適切なデスティネーションとデータ ディレクトリの選択の詳細については、「インストール オプション」を参照
してください。

6. 共有インストールからアップグレードする場合は、データ ディレクトリのパスとフォルダ名を入力します。
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– 共有インストールからアップグレードしない場合は、このオプションは表示されません。
– データ ディレクトリのパスおよびフォルダ名を入力します。これは、デフォルトでは、前の共有インストールか
ら検出されたデータ ディレクトリになります。

– 指定されたデータ ディレクトリが存在し、ユーザにそのディレクトリへの書き込み権限がある必要があります。
データ ディレクトリが存在しない場合、インストーラはそれを作成して書き込み可能であることを確認するテス
トを行います。

– データ ディレクトリがインストール ディレクトリと異なる場合、 はインストール ディレクトリおよびユーザの
ホーム フォルダの両方に lisa.user.properties ファイルを作成します。このプロパティ ファイル内の lisa.data.dir
プロパティは、製品にデータ ディレクトリが配置されている場所を通知します。

– このデータ ディレクトリには、サーバ コンポーネントのホット デプロイが含まれます。その他のサーバ コンポー
ネント ファイルは、インストール ディレクトリ内に含まれます。

7. ［Next］をクリックします。
Identity and Access Manager ステップが表示されます。Identity and Access Manager は  ソリューションのインス
トールに必要です。

8. 以下のいずれかのオプションを選択し、［次へ］をクリックします。
– Identity and Access Manager のインストールまたはアップグレード

IAM を初めてインストールする場合や、既存の IAM をアップグレードする場合は、このオプションを選択しま
す。

– 既存の Identity and Access Manager への接続 ご使用の環境にある既存の IAM に接続する場合は、このオプショ
ンを選択します。既存 IAM の URL を入力します。この URL は Identity and Access Manager がインストールさ
れているホストとポートです。［検証］をクリックすると、入力された URL が有効であることが検証されます
が、IAM への接続は試行されません。

NOTE

Identity and Access Manager インスタンスを企業全体で 1 つにすることにより、コンポーネントのアク
セスを一元管理できます。ただし、レジストリが複数あり、各レジストリへのアクセスを個別に管理す
る必要がある場合は、レジストリごとに個別の IAM をインストールする必要があります。これは 1 つの
レジストリのユーザが別のレジストリの権限を持てない場合に特に当てはまります。詳細については、
「DevTest プロセスの関係」を参照してください。

NOTE

外部データベースを使用する場合、各レジストリ、エンタープライズ ダッシュボード、および Identity
and Access Manager では個別のデータベースが必要です。3 つのコンポーネントのすべてが同じデータ
ベースを参照する場合、スキーマ エラーが発生します。詳細については、「システム要件」の「データ
ベースの要件」を参照してください。

［Identity and Access Manager データベースの構成］手順が表示されます。
9. ユーザ管理に使用するデータベースのタイプを選択します。

– デフォルト値の［組み込みデータベース］を選択する場合は、追加の設定は不要です。
– それ以外のオプションを選択する場合は、データベースの詳細を入力し、［検証］をクリックします。

NOTE

組み込みデータベースをエンタープライズ ソリューションとして使用することはお勧めしません。この
データベースの実稼働環境での使用は想定されていません。

10.［Next］をクリックします。
［Enterprise Dashboard］手順が表示されます。

11.以下のいずれかのオプションを選択します。
– 新しいエンタープライズ ダッシュボード サーバのインストール
これがインストールする最初のサーバである場合は、以下のいずれかのオプションを選択します。
• Broadcom サブスクリプション ポートフォリオ使用許諾契約

Broadcom PLA を使用する場合は、このオプションを選択します。
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NOTE
PLA オプションを選択した場合、ライセンス ファイルはインストーラの一部として組み込まれませ
ん。

• ライセンス ファイルを使用
標準ライセンス ファイルを使用するには、このオプションを選択します。

– 既存のエンタープライズ ダッシュボード サーバ
これがこのネットワークで初めてインストールするサーバでない場合は、既存のエンタープライズ ダッシュボー
ドの場所を入力します。このオプションは、このサーバと共にインストールされるレジストリが既存のエンタープ
ライズ ダッシュボードに接続されることを指定します。
localhost:1506

TIP

既存のエンタープライズ ダッシュボードの URL を検索するには、 ホーム ディレクトリに移
動し、site.properties ファイルを検索します。devtest.enterprisedashboard.host および
devtest.enterprisedashboard.port プロパティは、エンタープライズ ダッシュボードの場所を定義しま
す。

12.［Next］をクリックします。
［Broadcom サブスクリプション ポートフォリオ使用許諾契約］を選択した場合、［製品をアクティブ化］手順が表
示されます。このオプションを選択しなかった場合は、手順 14 に進みます。

13.製品をアクティブ化します。
a. 製品使用許諾契約の［会社ドメイン］および［企業サイト ID］を入力します。
b. 必要に応じて、独自のトラッキング用に識別子を割り当てる場合は、内部識別子を入力します。
c. 使用状況データを送信するためにプロキシを使用するかどうかを選択します。

• 使用状況データ テレメトリの送信は、ポートフォリオ使用許諾契約では必須です。
• 使用状況データの送信にはデフォルトでポート 443 が使用されます。そのポートが使用できない場合は、プロ
キシ URI および関連付けられたユーザ名とパスワードを入力します。

• 収集される使用状況データの詳細については、「テレメトリ」を参照してください。
d. ［Next］をクリックします。
［Demo Server］手順が表示されます。

14.インストーラで DevTestDemoServer.zip を LISA_HOME ディレクトリに解凍する場合は、［Install demo server］
オプションをオンにします。次に、デフォルト パス（［ダウンロード］ディレクトリ）をそのまま使用するか、別の
完全修飾パスを指定します。

NOTE
ユーザのコンピュータにワークステーションがインストールされる分散システムでは、デモ サーバは、通
常、サーバではなく新規ユーザ用のワークステーションと共にインストールされます。

15.［Next］をクリックします。
［Select Start Menu Folder］手順が表示されます。

16.（オプション） DevTest Solutions プロセスが［スタート］メニューから起動できるかどうかを指定します。（各プ
ロセスの実行ファイルは、インストール ディレクトリの bin ディレクトリから手動で起動できます）。実行ファイル
を起動する利点は、関連サービスとは対照的に、コマンド ライン インターフェース（CLI）に表示されるメッセージ
を監視できることです。
– すべてのユーザについてショートカットを持つ［スタート］メニュー フォルダを作成するには、すべてデフォル
ト設定のままにします。必要に応じて、新しいフォルダ名を入力します。

– スタート メニュー フォルダを作成しない場合は、［Create a Start Menu folder］チェック ボックスをオフにし
ます。［スタート］メニュー フォルダを作成し、ショートカットの表示をお使いの［スタート］メニューに制限
する方法
• ［Create a Start Menu folder （スタート メニュー フォルダを作成）］をオンのままにします。
• デフォルトの名前を使用するか、別の名前を入力します。
• ［Create shortcuts for all users］チェック ボックスをオフにします。
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17.［Next］をクリックします。
［Desktop Icons］手順が表示されます。

18.（オプション）  エンタープライズ ダッシュボード UI、 ポータル UI、および  ワークステーションのデスクトップ
アイコンを作成しない場合には、このチェック ボックスをオフにします。

19.［Next］をクリックします。
［Windows Services］手順が表示されます。

20.（オプション）［Install Services］を選択して、以下の Windows サービスを作成します。
– ブローカ サービス（Application Insight 用）
– コーディネータ サービス
– エンタープライズ ダッシュボード サービス
– Identity and Access Manager サービス
– ポータル サービス
– レジストリ サービス
– シミュレータ サービス
– VSE サービス
この選択内容により、サービスが［管理ツール］-［コンポーネント サービス］-［サービス］に追加されます。サー
ビスを起動する利点は、関連する実行ファイルとは対照的に、システム トレイに表示されるアイコンの数が少なくな
ることです。［スタートアップの種類］を［自動］として定義して、ホスト コンピュータの再起動時にサービスが起
動するようにするには、［Start on bootup］チェック ボックスをオンにします。ここでこのチェック ボックスをオ
ンにしなくても、［サービス］内で自動スタートアップを設定できます。
特定のユーザ アカウントを使用して Windows でサービスを実行するには、［省略可能なサービス アカウント］をク
リックします。システム アカウントでサービスを実行するには、［システム アカウント］を選択します。別のアカ
ウントでサービスを実行するには、［アカウント名］と［アカウント パスワード］フィールドにアカウント名とパス
ワードを入力します。

21.［Next］をクリックします。
［Select File Associations］手順が表示されます。デフォルトでは、すべての関連付けがオンになっています。

22.すべての関連付けをオンのままにしておくか、または DevTest Solutions に関連付けないファイル拡張子をオフにし
ます。

23.［Install］をクリックしてインストールを開始します。
［Installing］手順が表示されます。インストールが完了すると、［Information］手順が表示されます。

24.情報を読み、［次へ］をクリックします。
25.［Completing the DevTest Solutions Setup Wizard （セットアップ ウィザードの完了）］手順が表示されます。
26.［終了］をクリックします。

UNIX での DevTest Server のインストール

インストール手順を開始する前に、Download Center から以下のファイルをダウンロードします。

• ご使用のプラットフォーム用のインストーラ
• （オプション）デモ サーバ zip ファイル

NOTE
通常、デモ サーバは、スタンドアロン システムでのみ、サーバ コンポーネントと共にインストールされま
す。分散システムでは、通常、デモ サーバは、DevTest Solutions の新規ユーザ用に DevTest ワークステー
ションと共にインストールされます。

以下の手順は、GUI 版のインストーラに基づいています。コマンドライン版のインストーラを使用するには、-c オプ
ションを追加します。以下に例を示します。

./devtest_linux_x64.sh -c
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グラフィカル フロント エンドがご使用のコンピュータで利用可能でない場合は、コマンド ライン バージョンを使用す
る必要があります。

NOTE
汎用 UNIX インストーラをダウンロードした場合は、Java 仮想マシン（JVM）が同じコンピュータにあること
を確認してください。インストーラが JVM を検出できない場合、インストーラはメッセージを表示して終了し
ます。詳細については、「システム要件」の「独自の JVM の提供」を参照してください。

以下の手順に従います。

1. ターミナル ウィンドウで、インストーラ ファイルがあるディレクトリに移動します。
2. インストーラ ファイルに実行権限があることを確認します。以下に例を示します。

chmod 777 devtest_linux_x64.sh

このコマンドは、ユーザの各クラスに対して読み取り、書き込み、および実行の許可を与えます。
3. インストーラ ファイルを実行します。以下に例を示します。

./devtest_linux_x64.sh

TIP

Ubuntu システムでは、root ユーザとしてインストールすると、デスクトップに DevTest アイコンを表示で
きません。

［DevTest Solutions セットアップ ウィザードへようこそ］が表示されます。
4. ［Next］をクリックします。
［End User License Agreement］手順が表示されます。

5. 使用許諾契約を読み、最後までスクロールして、［I accept the terms of the License Agreement］オプションを選
択し、［Next］をクリックします。
［Select Components］手順が表示されます。

6. ［Server］チェックボックスがオンになっていることを確認します。これにより、組み込み型のワークステーション
がサーバと共にインストールされます。［Next］をクリックします。
［Select Destination Directory］手順が表示されます。

7. DevTest Solutions をインストールするディレクトリ（/opt/CA/DevTest など）を指定します。スペースが含まれる
ディレクトリ名によるパスを使用しないでください。
– 適切なデスティネーションとデータ ディレクトリの選択の詳細については、「インストール オプション」を参照
してください。

8. 共有インストールからアップグレードする場合は、データ ディレクトリのパスとフォルダ名を入力します。
– 共有インストールからアップグレードしない場合は、このオプションは表示されません。
– データ ディレクトリのパスおよびフォルダ名を入力します。デフォルトのデータ ディレクトリは、インストール
フォルダと同じです。

– 指定されたデータ ディレクトリが存在し、ユーザにそのディレクトリへの書き込み権限がある必要があります。
データ ディレクトリが存在しない場合、インストーラはそれを作成して書き込み可能であることを確認するテス
トを行います。

– データ ディレクトリがインストール ディレクトリと異なる場合は、 によってインストール ディレクトリと
ユーザのホーム フォルダの両方に lisa.user.properties ファイルが作成されます。このプロパティ ファイル内の
lisa.data.dir プロパティは、製品にデータ ディレクトリが配置されている場所を通知します。

– このデータ ディレクトリには、サーバ コンポーネントのホットデプロイが含まれます。その他のサーバ コンポー
ネント ファイルは、インストール ディレクトリ内に含まれます。

9. ［Next］をクリックします。
Identity and Access Manager ステップが表示されます。Identity and Access Manager は  ソリューションのインス
トールに必要です。

10.以下のいずれかのオプションを選択し、［次へ］をクリックします。
– Identity and Access Manager のインストールまたはアップグレード
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IAM を初めてインストールする場合や、既存の IAM をアップグレードする場合は、このオプションを選択しま
す。

– 既存の Identity and Access Manager への接続 ご使用の環境にある既存の IAM に接続する場合は、このオプショ
ンを選択します。既存 IAM の URL を入力します。この URL は Identity and Access Manager がインストールさ
れているホストとポートです。［検証］をクリックすると、入力された URL が有効であることが検証されます
が、IAM への接続は試行されません。

NOTE

Identity and Access Manager インスタンスを企業全体で 1 つにすることにより、コンポーネントのアク
セスを一元管理できます。ただし、レジストリが複数あり、各レジストリへのアクセスを個別に管理す
る必要がある場合は、レジストリごとに個別の IAM をインストールする必要があります。これは 1 つの
レジストリのユーザが別のレジストリの権限を持てない場合に特に当てはまります。詳細については、
「DevTest プロセスの関係」を参照してください。

NOTE

外部データベースを使用する場合、各レジストリ、エンタープライズ ダッシュボード、および Identity
and Access Manager では個別のデータベースが必要です。3 つのコンポーネントのすべてが同じデータ
ベースを参照する場合、スキーマ エラーが発生します。詳細については、「システム要件」の「データ
ベースの要件」を参照してください。

［Identity and Access Manager データベースの構成］手順が表示されます。
11.ユーザ管理に使用するデータベースのタイプを選択します。

– デフォルト値の［組み込みデータベース］を選択する場合は、追加の設定は不要です。
– それ以外のオプションを選択する場合は、データベースの詳細を入力し、［検証］をクリックします。

NOTE

組み込みデータベースをエンタープライズ ソリューションとして使用することはお勧めしません。この
データベースの実稼働環境での使用は想定されていません。

12.［Next］をクリックします。
［Enterprise Dashboard］手順が表示されます。

13.以下のいずれかのオプションを選択します。
– 新しいエンタープライズ ダッシュボード サーバのインストール
これがインストールする最初のサーバである場合は、以下のいずれかのオプションを選択します。
• Broadcom サブスクリプション ポートフォリオ使用許諾契約

Broadcom PLA を使用する場合は、このオプションを選択します。
NOTE
PLA オプションを選択した場合、ライセンス ファイルはインストーラの一部として組み込まれませ
ん。

• ライセンス ファイルを使用
標準ライセンス ファイルを使用するには、このオプションを選択します。

– 既存のエンタープライズ ダッシュボード サーバ
これがこのネットワークで初めてインストールするサーバでない場合は、既存のエンタープライズ ダッシュボー
ドの場所を入力します。このオプションは、このサーバと共にインストールされるレジストリが既存のエンタープ
ライズ ダッシュボードに接続されることを指定します。
localhost:1506

TIP

既存のエンタープライズ ダッシュボードの URL を検索するには、 ホーム ディレクトリに移
動し、site.properties ファイルを検索します。devtest.enterprisedashboard.host および
devtest.enterprisedashboard.port プロパティは、エンタープライズ ダッシュボードの場所を定義しま
す。

14.［Next］をクリックします。
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［Broadcom サブスクリプション ポートフォリオ使用許諾契約］を選択した場合、［製品をアクティブ化］手順が表
示されます。このオプションを選択しなかった場合は、手順 16 に進みます。

15.製品をアクティブ化します。
a. 製品使用許諾契約の［会社ドメイン］および［企業サイト ID］を入力します。
b. 必要に応じて、独自のトラッキング用に識別子を割り当てる場合は、内部識別子を入力します。
c. 使用状況データを送信するためにプロキシを使用するかどうかを選択します。

• 使用状況データ テレメトリの送信は、ポートフォリオ使用許諾契約では必須です。
• 使用状況データの送信にはデフォルトでポート 443 が使用されます。そのポートが使用できない場合は、プロ
キシ URI および関連付けられたユーザ名とパスワードを入力します。

• 収集される使用状況データの詳細については、「テレメトリ」を参照してください。
d. ［Next］をクリックします。
［Demo Server］手順が表示されます。

16.をインストールしているディレクトリに、インストーラによってデモ サーバが解凍されるようにするには、［デモ
サーバをインストールする］チェック ボックスをオンにして、DevTestDemoServer.zip ファイルを参照します。

17.［Next］をクリックします。
［Select Directory for Symlinks］手順が表示されます。

18.［参照］をクリックして、 が実行ファイルへのシンボリック リンクを作成するディレクトリに移動します。デフォ
ルトは /usr/local/bin です。ディレクトリに書き込むための権限が必要です。シンボリック リンクを作成しない場合
は、［Create symlinks］チェック ボックスをオフにします。

19.［Next］をクリックします。
［Desktop Icons］手順が表示されます。

20.（オプション） 、 ポータル、およびエンタープライズ ダッシュボードのデスクトップ アイコンを作成したくない場
合は、このチェック ボックスをオフにします。

21.［Install］をクリックしてインストールを開始します。
［Installing］手順が表示されます。インストールが完了すると、［Information］手順が表示されます。

22.情報を読み、［次へ］をクリックします。
［Completing the DevTest Solutions Setup Wizard （セットアップ ウィザードの完了）］手順が表示されます。

23.［終了］をクリックします。

OS X での DevTest Server のインストール

インストール手順を開始する前に、Download Center から以下のファイルをダウンロードします。

• ご使用のプラットフォーム用のインストーラ
• （オプション）デモ サーバ zip ファイル

NOTE
通常、デモ サーバは、スタンドアロン システムでのみ、サーバ コンポーネントと共にインストールされ
ます。分散システムの場合は、通常ではデモ サーバは DevTest Solutions の新規ユーザ用に  と共にインス
トールされます。デモ サーバは、チュートリアルに使用されます。

以下の手順に従います。

1. インストーラ ファイル（たとえば、devtest_osx_x64.dmg）を実行します。
［DevTest Solutions セットアップ ウィザードへようこそ］手順が表示されます。

2. ［Next］をクリックします。
［End User License Agreement］手順が表示されます。

3. 使用許諾契約を読み、最後までスクロールして、［I accept the terms of the License Agreement］オプションを選
択し、［Next］をクリックします。
［Select Components］手順が表示されます。

4. ［Server］チェックボックスがオンになっていることを確認します。これにより、組み込み型のワークステーション
がサーバと共にインストールされます。［Next］をクリックします。
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［Select Destination Directory］手順が表示されます。
5. DevTest Solutions の 1 つ以上のコンポーネントをインストールするフォルダを指定します。存在しないフォルダを指
定すると、そのフォルダがセットアップ ウィザードによって作成されます。
– 適切なデスティネーションとデータ ディレクトリの選択の詳細については、「インストール オプション」を参照
してください。

6. 共有インストールからアップグレードする場合は、データ ディレクトリのパスとフォルダ名を入力します。
– 共有インストールからアップグレードしない場合は、このオプションは表示されません。
– データ ディレクトリのパスおよびフォルダ名を入力します。デフォルトのデータ ディレクトリは、インストール
フォルダと同じです。

– 指定されたデータ ディレクトリが存在し、ユーザにそのディレクトリへの書き込み権限がある必要があります。
データ ディレクトリが存在しない場合、インストーラはそれを作成して書き込み可能であることを確認するテス
トを行います。

– データ ディレクトリがインストール ディレクトリと異なる場合は、 によってインストール ディレクトリと
ユーザのホーム フォルダの両方に lisa.user.properties ファイルが作成されます。このプロパティ ファイル内の
lisa.data.dir プロパティは、製品にデータ ディレクトリが配置されている場所を通知します。

– このデータ ディレクトリには、サーバ コンポーネントのホットデプロイが含まれます。その他のサーバ コンポー
ネント ファイルは、インストール ディレクトリ内に含まれます。

7. ［Next］をクリックします。
Identity and Access Manager ステップが表示されます。Identity and Access Manager は  ソリューションのインス
トールに必要です。

8. 以下のいずれかのオプションを選択し、［次へ］をクリックします。
– Identity and Access Manager のインストールまたはアップグレード

IAM を初めてインストールする場合や、既存の IAM をアップグレードする場合は、このオプションを選択しま
す。

– 既存の Identity and Access Manager への接続 ご使用の環境にある既存の IAM に接続する場合は、このオプショ
ンを選択します。既存 IAM の URL を入力します。この URL は Identity and Access Manager がインストールさ
れているホストとポートです。［検証］をクリックすると、入力された URL が有効であることが検証されます
が、IAM への接続は試行されません。

NOTE

Identity and Access Manager インスタンスを企業全体で 1 つにすることにより、コンポーネントのアク
セスを一元管理できます。ただし、レジストリが複数あり、各レジストリへのアクセスを個別に管理す
る必要がある場合は、レジストリごとに個別の IAM をインストールする必要があります。これは 1 つの
レジストリのユーザが別のレジストリの権限を持てない場合に特に当てはまります。詳細については、
「DevTest プロセスの関係」を参照してください。

NOTE

外部データベースを使用する場合、各レジストリ、エンタープライズ ダッシュボード、および Identity
and Access Manager では個別のデータベースが必要です。3 つのコンポーネントのすべてが同じデータ
ベースを参照する場合、スキーマ エラーが発生します。詳細については、「システム要件」の「データ
ベースの要件」を参照してください。

［Identity and Access Manager データベースの構成］手順が表示されます。
9. ユーザ管理に使用するデータベースのタイプを選択します。

– デフォルト値の［組み込みデータベース］を選択する場合は、追加の設定は不要です。
– それ以外のオプションを選択する場合は、データベースの詳細を入力し、［検証］をクリックします。

NOTE

組み込みデータベースをエンタープライズ ソリューションとして使用することはお勧めしません。この
データベースの実稼働環境での使用は想定されていません。

10.［Next］をクリックします。
［Enterprise Dashboard］手順が表示されます。
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11.以下のいずれかのオプションを選択します。
– 新しいエンタープライズ ダッシュボード サーバのインストール
これがインストールする最初のサーバである場合は、以下のいずれかのオプションを選択します。
• Broadcom サブスクリプション ポートフォリオ使用許諾契約

Broadcom PLA を使用する場合は、このオプションを選択します。
NOTE
PLA オプションを選択した場合、ライセンス ファイルはインストーラの一部として組み込まれませ
ん。

• ライセンス ファイルを使用
標準ライセンス ファイルを使用するには、このオプションを選択します。

– 既存のエンタープライズ ダッシュボード サーバ
これがこのネットワークで初めてインストールするサーバでない場合は、既存のエンタープライズ ダッシュボー
ドの場所を入力します。このオプションは、このサーバと共にインストールされるレジストリが既存のエンタープ
ライズ ダッシュボードに接続されることを指定します。
localhost:1506

TIP

既存のエンタープライズ ダッシュボードの URL を検索するには、 ホーム ディレクトリに移
動し、site.properties ファイルを検索します。devtest.enterprisedashboard.host および
devtest.enterprisedashboard.port プロパティは、エンタープライズ ダッシュボードの場所を定義しま
す。

12.［Next］をクリックします。
［Broadcom サブスクリプション ポートフォリオ使用許諾契約］を選択した場合、［製品をアクティブ化］手順が表
示されます。このオプションを選択しなかった場合は、手順 14 に進みます。

13.製品をアクティブ化します。
a. 製品使用許諾契約の［会社ドメイン］および［企業サイト ID］を入力します。
b. 必要に応じて、独自のトラッキング用に識別子を割り当てる場合は、内部識別子を入力します。
c. 使用状況データを送信するためにプロキシを使用するかどうかを選択します。

• 使用状況データ テレメトリの送信は、ポートフォリオ使用許諾契約では必須です。
• 使用状況データの送信にはデフォルトでポート 443 が使用されます。そのポートが使用できない場合は、プロ
キシ URI および関連付けられたユーザ名とパスワードを入力します。

• 収集される使用状況データの詳細については、「テレメトリ」を参照してください。
d. ［Next］をクリックします。
［Demo Server］手順が表示されます。

14.インストーラでデモ サーバを LISA_HOME ディレクトリに解凍する場合、［Install demo server］オプションを選
択します。次に、デフォルト パス（［ダウンロード］ディレクトリ）をそのまま使用するか、別の完全修飾パスを指
定します。

NOTE
ユーザのコンピュータにワークステーションがインストールされる分散システムでは、デモ サーバは、通
常、サーバではなく新規ユーザ用のワークステーションと共にインストールされます。

15.［Next］をクリックします。
［Desktop Icons］手順が表示されます。

16.（オプション）  エンタープライズ ダッシュボード、 ポータル UI、および  ワークステーションのデスクトップ アイ
コンを作成しない場合には、このチェック ボックスをオフにします。［Next］をクリックします。

17.［Install］をクリックしてインストールを開始します。
［Installing］手順が表示されます。インストールが完了すると、［Information］手順が表示されます。

18.情報を読み、［次へ］をクリックします。
［Completing the DevTest Solutions Setup Wizard （セットアップ ウィザードの完了）］手順が表示されます。

19.［終了］をクリックします。
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NOTE

詳細情報：

• レジストリのアクティブ化
• レジストリのアクティブ化の確認
• インストール後
• DevTest サーバのアンインストール

レジストリのアクティブ化
のすべてのインスタンスをインストールしたら、最初にインストールした  で Identity and Access Manager とエンター
プライズ ダッシュボードのプロセスを開始します。その後、その  およびその他すべての  上のレジストリ プロセスを起
動します。レジストリは、すぐには有効化されません。たとえば、10:15 と 10:30 の間にレジストリを再起動すると、有
効化されるのは 11:00 です。

初めてレジストリを実行する前に、エンタープライズ ダッシュボードを 1 回実行する必要があります。レジストリを初
めて実行する前に、ライセンスを確認する必要があります。この確認は、エンタープライズ ダッシュボードを介して行
われます。その後、レジストリには、ライセンスが確認されたという情報が渡されます。

新規および既存の各  のレジストリがエンタープライズ ダッシュボードに表示されることを確認します。

以下の手順に従います。

1. Identity and Access Manager を起動します。
a. Identity and Access Manager がインストールされているホストにログオンします。
b. Identity and Access Manager を起動します。

Windows ユーザは、レジストリを［スタート］メニュー（DevTest Solutions）から開始する
か、IdentityAccessManager/bin ディレクトリのインストール ディレクトリにある IdentityAccessManager 実行
可能ファイルから開始します。

2. エンタープライズ ダッシュボード サーバを起動します。
a. エンタープライズ ダッシュボードがインストールされているホストにログオンします。
b. エンタープライズ ダッシュボード サーバを起動します。

Windows ユーザは、［スタート］メニューの［エンタープライズ ダッシュボード］オプションから［エン
タープライズ ダッシュボード サーバ］を選択できます。あるいは、LISA_HOME\bin ディレクトリに移動
し、EnterpriseDashboard 実行可能ファイルを開始します。

3. 各レジストリを起動します。
a. がインストールされているホストにログオンします。
b. レジストリを起動します。

Windows ユーザは、レジストリを［スタート］メニュー（DevTest Solutions）から開始するか、bin ディレクト
リの  インストール ディレクトリにある Registry.exe 実行可能ファイルから開始します。

c. 各レジストリでこれらの手順を繰り返します。

NOTE
このプロパティが設定されると、次の時間が始まるまでは、レジストリはエンタープライズ ダッシュ
ボードにデータをプッシュしません。たとえば、午後 1:35 にこのプロパティを設定した場合、午後
2:00 になるまでレジストリ データは表示されません。

4. （オプション）  ポータルのリモート レジストリを使用する場合は、レジストリの URL に local.properties ファイル
の lisa.registryName プロパティを設定します。
たとえば、2 つのマシンがあるとします。レジストリは IP アドレスが 10.155.12.796 のマシン上で実
行されていますが、 ポータルは別のマシンで起動する必要があります。その場合、2 つ目のマシン上
で、lisa.registryName=tcp://10.155.12.796:2010/Registry を local.properties に追加します。 ポータルとレジスト
リを SSL を使用して接続する場合は、代わりに lisa.registryName=ssl://10.155.12.796:2010/Registry を使用しま
す。カスタム ポートを使用する場合は、その URL で 2010 の代わりに使用されます。ネットワークで解決できると
仮定した場合、マシン名およびドメイン名を IP アドレスの代わりに使用できます。
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また、phoenix.properties で registry.host プロパティを設定する必要があります。カスタム ポートを使用する場合
は、registry.host.port も必要です。
local.properties ファイル内の lisaAutoConnect=tcp://<HOST>:2010/Registry を設定します。

レジストリのアクティブ化の確認
各レジストリを起動した後は、次の正時まで待ってから、レジストリのアクティブ化を確認します。

以下の手順に従います。

1. 以下のいずれかの方法でエンタープライズ ダッシュボード UI を開きます。
– ブラウザでエンタープライズ ダッシュボードにアクセスします。IP アドレスまたはホスト名を指定する（リモー
トでインストールした場合）か、localhost を指定します（ローカルでインストールした場合）。

http://hostname:1506

– エンタープライズ ダッシュボードがインストールされているコンピュータから、Windows ユーザが、［スター
ト］-［Enterprise Dashboard］-［Enterprise Dashboard UI］を選択します。

エンタープライズ ダッシュボードが表示されます。
2. エンタープライズ ダッシュボードでレジストリ設定を確認します。
レジストリのリストが表示されます。

3. 新規および既存の各  のレジストリがエンタープライズ ダッシュボードに表示されることを確認します。

 

インストール後
このセクションでは、DevTest サーバを設定するのに必要なインストール後のタスクについて説明します。

HTTP/S プロキシ サーバの使用 - DevTest サーバ
プレーン HTTP プロキシ サーバまたは SSL で保護された HTTP プロキシ サーバを使用している場合は、LISA_HOME
ディレクトリにある local.properties ファイルで、そのプロキシ サーバと除外するホストを定義します。

以下の手順に従います。

1. がインストールされているホストにログオンします。
2. LISA_HOME に移動します。
3. local.properties が存在しない場合は、_local.properties をコピーし、そのコピーを local.properties（アンダースコア
なし）として保存します。

4. local.properties を編集するために開き、HTTP プロキシ サーバまたは HTTPS プロキシ サーバのいずれか（プロキシ
サーバがプレーン HTTP を使用しているか SSL で保護された HTTP を使用しているかによって異なる）のセクショ
ン ヘッダを見つけます。

5. FQDN または IP アドレスおよびポートによってプロキシ サーバを識別します。
– HTTP サーバの場合は、lisa.http.webProxy.host および lisa.http.webProxy.port プロパティを使用します
– HTTPS サーバの場合は、lisa.http.webProxy.ssl.host および lisa.http.webProxy.ssl.port プロパティを使用します

6. プロキシ サーバを通過することから除外するホストを識別します。
– HTTP サーバの場合は、lisa.http.webProxy.nonProxyHosts プロパティを使用します
– HTTPS サーバの場合は、lisa.http.webProxy.ssl.nonProxyHosts プロパティを使用します

7. プロパティの前のコメント記号を削除したことを確認してください。
8. ファイルを保存して終了します。

例：
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以下の例の最初の 2 行は、HTTP プロキシ サーバの URL が http://192.168.24.242:49185 であることを指定します。

3 行目は、このプロキシを通過しないホストに、localhost（127.0.0.1）のループバック アドレスと 192.168.32.255 ～
192.168.32.0 の範囲の IP アドレスが含まれることを指定します。除外する IP アドレスの区切り文字としてパイプ記号
（|）が使用されることに注意してください。また、ワイルドカード（*）が任意の有効な値（IP アドレス ノードの有効
な値は 0 ～ 255）を表すことにも注意してください。除外するホストが標準命名規則を共有している場合は、ワイルド
カード文字を FQDN およびホスト名と共に使用することもできます。

lisa.http.webProxy.host=192.168.24.242

lisa.http.webProxy.port=49185

lisa.http.webProxy.nonProxyHosts=127.0.0.1|192.168.32.*

local.properties での HTTP/S プロキシ サーバ設定

## ==============================================

## HTTP Proxy Server

## ==============================================

#lisa.http.webProxy.host=<machine name or ip>

##list of excluded machine names or ip addresses delimited by pipes, * wildcard accepted <machine name or ip>[|
<machine name or ip>]*

lisa.http.webProxy.nonProxyHosts=127.0.0.1

#lisa.http.webProxy.port=

## ==============================================

## HTTPS Proxy Server

## ==============================================

#lisa.http.webProxy.ssl.host=<machine name or ip>

##list of excluded machine names or ip addresses delimited by pipes, * wildcard accepted <machine name or ip>[|
<machine name or ip>]*

lisa.http.webProxy.ssl.nonProxyHosts=127.0.0.1

#lisa.http.webProxy.ssl.port=
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## === Leave blank to use integrated NTLM authentication

#lisa.http.webProxy.host.domain= used for NTLM authentication

#lisa.http.webProxy.host.account=

#lisa.http.webProxy.host.credential=

## === Exclude simple host names from proxy use - default value is true

#lisa.http.webProxy.nonProxyHosts.excludeSimple=false

## === Preemptively send authorization information rather than waiting for a challenge

## ===== valid values are basic or ntlm

#lisa.http.webProxy.preemptiveAuthenticationType=ntlm

異なるシステムで動作するコンポーネント
サーバ コンポーネントが別のシステム上にある場合は、以下のプロパティを正しく使用します。

• レジストリは、lisa.registryName プロパティを使用して自身にデフォルト以外の名前を付けます。
• 非レジストリ サーバ コンポーネントはロケータとして lisa.registry.url プロパティを使用します。

非レジストリ サーバ コンポーネントの local.properties ファイルでは、lisa.registry.url プロパティでレジストリを指定
します。

lisa.registry.url=tcp://registry-hostname-or-ip:port/registry-name 

以下に例を示します。

lisa.registry.url=tcp://myserver.example.com:2010/Registry

この目的のために lisa.registryName プロパティを使用しないでください。

レジストリを指定する別のオプションは、非レジストリ サーバ コンポーネントを起動するときに引数として -m を渡す
ことです。

./CoordinatorServer -m tcp://registry-hostname-or-ip:port/registry-name 

以下に例を示します。
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./CoordinatorServer -m tcp://myserver.example.com:2010/Registry

シミュレータ インスタンスの算出
特定のシミュレータのインスタンス数を算出するには、以下の分析を実行します。

1. を起動し、レジストリを選択して、ログインします。［ヘルプ］-［DevTest ランタイム情報］のメモリ使用量を記
録します。

2. テスト スイートをローカルで実行し、［ヘルプ］-［DevTest ランタイム情報］のメモリ使用量を記録します。
3. 手順 2 と手順 1 のメモリ使用量の差を確認します。
4. 使用可能な RAM に 60 パーセントを掛けます。
5. 手順 4 の使用可能な RAM を手順 3 のメモリ使用量で割ります。

手順 5 の結果は、シミュレータ サーバで設定する必要のある仮想ユーザ（インスタンス）の数の良い初期推定値となり
ます。

コーディネータ サーバとレジストリの両方がシミュレータ サーバと同じサーバ上で実行されている場合は、使用可能な
RAM に 40 パーセントを掛けます。コーディネータ サーバがすべてのレポートおよびメトリックを収集し、そのために
RAM を消費するので、60 パーセントではなく 40 パーセントを使用します。

この方法により、出発点が得られます。各シミュレータについてインスタンスの適切な数に到達するには、何回かの反復
とその他の直観的な方法を使用します。

NOTE
コマンド ライン オプションを使用して、シミュレータの同時インスタンスの数を設定できます。詳細について
は、コマンド プロンプトを開き、LISA_HOME\bin ディレクトリに移動して、「simulator --help」と入力して
ください。

負荷およびパフォーマンス サーバのサイジング
このセクションでは、ロードおよびパフォーマンス テストを実行するサーバのサイジングに関する考慮事項について説
明します。

特定の負荷テストに必要なシミュレーション サーバの数を算出するのは簡単ではありません。必要なサーバの数は、以
下のような多くの要因に左右されます。

• サーバ ホスト設定（CPU の数、RAM の容量）
• テスト ケース フットプリント（テスト ステップの数、テスト ステップのタイプ）
• その他のテスト要件（レポートの数、データ セットのサイズ）

パフォーマンス テストのテスト ランを数回実行することをお勧めします。これらのテスト ランで、 環境の構成の決定
に役立つデータを収集できます。メトリックの収集とメモリおよび CPU 使用率のモニタは、特定のシミュレータ サーバ
で使用できる仮想ユーザ数の算出に非常に重要です。

レジストリは軽量で、コンピューティング リソースをほとんど必要としません。レジストリは、ネットワーク内のほと
んどすべてのコンピュータから実行できます。

コーディネータ サーバはリソースを必要とします。コーディネータ サーバは専用のコンピュータを必要としませんが、
一般に個別のコンピュータにインストールされます。多くのメトリックを収集する場合、多くのレポートを要求する場
合、またはその両方の場合は、この方法に従います。

シミュレータ サーバは、何千もの仮想ユーザをシミュレートするために使用されます。物理サーバごとに 1 つのシミュ
レータ サーバを実行することをお勧めします。技術的には、任意の数のインスタンスで単一のシミュレータ サーバを起
動できます。ただし、通常、サーバ メモリのサイズおよび速度により、各シミュレータのインスタンスの数が制限され
ます。適切な上限は約 250 の仮想ユーザです。
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サーバのサイジングには、縦方向の拡張と横方向の拡張を使用できます。縦方向の拡張では、通常制限されている CPU
速度を上げ、使用可能なメモリを増加させます。横方向の拡張では、サーバを追加します。仮想ユーザの数を増加させる
には、横方向の拡張をお勧めします。

シミュレータ当たりのインスタンスの数は、多くの要因に依存します。インスタンスの最大数の算出に単純なルールは使
用できません。

ネットワーク遅延は、負荷とパフォーマンスに影響を与えます。データベースを  の主要コンポーネントとして、同じ
データ センター内のサーバ上に配置することを推奨します。

 

基本サービス仮想化のサンプル パフォーマンス ベンチマーク
DevTest 開発チームは、サービス仮想化のパフォーマンスのベンチマークを表示するテストを実行しました。システムの
パフォーマンスの調整に、これらのベンチマークを使用できます。

以下のデータは、負荷の高い VSE の動作を識別する単純なシナリオを表しています。独立した変数の差異は、ペイ
ロード サイズに制限されています。以下のペイロード サイズに対してパフォーマンス データが収集されています。1
KB、10 KB、および 100 KB。

環境の詳細

以下のグラフィックは、パフォーマンス ラボのトポロジを表しています。

すべてのマシンのシステム仕様（JMeter を除く）

OS Windows 2012 R2 64 ビット VM
vCPU 4 つの個別コアが割り当てられ、予約済み
メモリ 16 GB 予約済み
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ハード ドライブ 100 GB
プロセッサ 2.5 GHz、1 コアの Intel® Xeon® CPU ES-2680 v3

バージョン： 10.7.0.75

JVM 引数

• -Xmx2048m
• -XX:+UseConcMarkSweepGC

プロパティ

• lisa.vse.performance.enabled=true
• lisa.pathfinder.on=false
• vse.socket.reuse=true
• lisa.net.timeout.ms=60000
• lisa.net.xstream=false
• lisa.dcm.maxExpandPerLoadChange=50
• lisa.jpm.MaxInstances=5000
• lisa.jpm.unlimited=false
• lisa.overloadThreshold=30000
• lisa.eventPool.maxQueueSize=65535
• lisa.eclipselink.cache.timeout.ms=3600000
• lisa.CycleExecHistory.buffer.size=2

仮想サービスの設定

実行モード 最も効率的
反応時間スケール 0
容量 20
トランザクション タイプ ステートレス
一致スタイル シグネチャ
ログ レベル VSE： OFF

その他のコンポーネント： WARN

単一の仮想サービスが VSE に展開されました。各 HTTP コールは、VSE 内で単一のトランザクション数を生成します。
このトランザクションに関連する検索および置換アクティビティはありません。サービスは完全一致応答を返します。要
求または応答レベルのいずれでも、追加処理は必要ありません。

テスト結果

JSON 応答ペイ
ロード サイズ

平均 TPS 最大 TPS 実行あたりの合計
トランザクション
数

メモリ使用率
（VSE サーバ）

CPU 使用率
（VSE サーバ）

データ プロトコ
ル

1 KB 12,462 13,666 44,863,436 12% 82% REST データ プ
ロトコル

10 KB 9,673 10,573 34,821,294 13% 85% REST データ プ
ロトコル
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100 KB 3,789 4,174 13,638,767 12% 78% REST データ プ
ロトコル

各テスト ランの期間： オフピーク時間帯に 60 分

上記の表に記載されているデータは、60 分の各テスト ラン中に、VSE によって処理されるトランザクションの数を表し
ます。

システム リソース使用率

以下のチャートは、各テスト ランの実行中に、VSE サーバ マシンからキャプチャされたデータを表しています。データ
ベースをホストするマシンは、非常に少量のリソースを使用しました。レジストリをホストするマシンは、制限された
CPU 時間（2 ~ 3 %）、および利用可能な RAM のおよそ 40 % を消費しました。レジストリのディスク アクティビティ
は、50 〜 100 KB/秒の範囲でした。これは、テスト ラン中に、VSE マシンをサポートしているマシンがボトルネックに
なっていないことを表しています。

NOTE
仮想サービス環境（VSE）では、デフォルトで 1 秒あたり 10 トランザクション（TPS）を処理するという固
定の制限があります。この制限は VSE ごとの値で、仮想サービスごとの制限ではありません。ただし、「パ
フォーマンス モード」が有効な適切なサイズの VSE は、上記のテーブルのように 11,500 TPS を超える処理
が可能です。パフォーマンス モードを有効にするには、セールスお問い合わせしていただき、展開する各パ
フォーマンス VSE の「VSE for Performance」ライセンスを購入する必要があります。また、購入した各パ
フォーマンス VSE でパフォーマンス モードを有効にするには、テクニカル サポートにお問い合わせいただく
必要があります。

凡例

• 赤： CPU 使用率
• 緑： GB 単位の利用可能なメモリ（16 GB の内）
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ペイロードが 1 KB のテスト ラン

利用可能なメモリ： 13.5 GB （合計 16 GB の内）
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ペイロードが 10 KB のテスト ラン

利用可能なメモリ： 13.4 GB （合計 16 GB の内）
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ペイロードが 100 KB のテスト ラン

 227



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

IBM MQ サービス仮想化のサンプル パフォーマンス ベンチマーク
DevTest 開発チームは、IBM MQ のサービス仮想化のパフォーマンスのベンチマークを示すためにテストを実行しまし
た。システムのパフォーマンスの調整に、これらのベンチマークを使用できます。

環境の詳細

ペイロード

サイズ XML エレメント
2 KB 75
10 KB 116
100 KB 2802

Machine Settings

設定
CPU Intel Xeon E5-2680 2.5 GHz
仮想コア数 16
メモリ 16 GB
OS Windows Server 2012 R2
MQ サーバ 8.0.0.5
CA Service Virtualization のバージョン 10.7

• DevTest 設定
– lisa.pathfinder.on=false
このオプションは、Pathfinder 機能を無効にします（この機能はアプリケーション インサイトとも呼ばれます）。
この機能を使用していない場合、パフォーマンスを向上させるためにオフにすることをお勧めします。

– lisa.vse.performance.enabled=true
ライセンス条項で許可されている場合、このオプションをオンにして仮想サービスを拡張できます。このオプショ
ンを使用すると、仮想サービスの容量を 2 以上に増やすことができます。通常、仮想サービスを使用するには、デ
フォルトの容量 1 で十分です。詳細については、「仮想サービスの展開」を参照してください。

– vse.socket.reuse=true
この設定は、SOCKET オブジェクトを再利用することによって、仮想サービスの効率を向上させます。このオプ
ションを使用しない場合は、すべての要求に対して新しいソケットと接続が確立されるので、応答時間が長くな
り、スループットが大幅に低下します。

– lisa.net.timeout.ms=60000
基盤となるメッセージング システムによって使用されるタイムアウト値（ミリ秒）。メッセージング システム
は、DevTest Solutions のさまざまなコンポーネントが相互に通信するための方法です。

– lisa.net.xstream=false
この設定は内部メッセージング システムによって使用され、「OBJECT」メッセージング形式を許可します。

– activemq.msgCompression=true
これは内部通信システムに関連する設定です。メッセージを圧縮してコンポーネント間の通信を高速化し、スルー
プットを向上させることができます。

– lisa.dcm.maxExpandPerLoadChange=50
廃止された設定です。使用しないでください。

– lisa.jpm.MaxInstances=5000
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単位： 数 - この設定により、システムが処理できるジョブの最大数を指定します。ジョブは、テスト インスタン
ス、仮想サービス リスン スレッド、および作業単位です。

– lisa.jpm.unlimited=false
この設定により、システムは負荷（ジョブ）を無制限に受け入れないようになります。maxInstances 設定を有効
にするには、この設定が必要です。

– lisa.overloadThreshold=30000
単位： ミリ秒 - テスト ノードは、反応時間にスリープした実際の時間と予期された反応時間を確認することによ
り、シミュレータがスラッシングしているかどうかを判断しようとします。この設定は、シミュレータが過負荷状
態であるという警告テスト イベントを送信するまでに許容できる反応時間の追加の「スリップ」の長さです。

– lisa.eventPool.maxQueueSize=65535
単位： 数 - シミュレータが処理のキューに格納できるイベントの数を決定します。

– lisa.eclipselink.cache.timeout.ms=3600000
単位： ミリ秒 - この設定では、永続レイヤ内のオブジェクトの有効期間を決定します。

– lisa.CycleExecHistory.buffer.size=2
単位： 数 - フラッシュされる前にメモリに保持されるサイクル イベント データの数。

– lisa.vse.metrics.sample.interval=1m
単位： 分 - このプロパティは、トランザクション レートおよび応答時間がサンプリングされる頻度を制御しま
す。

• JVM 設定（vmoptions）
– -Xmx2048m

JVM が使用できる最大ヒープ メモリ。使用するシナリオに基づいて、より大きな値に調整できます。
– -XX:+UseConcMarkSweepGC

JVM で使用するガベージ コレクタのタイプを指定します。この GC タイプは、ガベージ コレクションによる休止
時間をより短くする必要があるアプリケーションに適しています。

– -Dorg.apache.xml.dtm.DTMManager=org.apache.xml.dtm.ref.DTMManagerDefault
この設定により、汎用 XML ペイロード パーサのパフォーマンスが向上するように最適化されます。

• MQ ##/#####################
• 同時実行数が 20 に増えました。
• 反応時間は 0 に設定されました。

テスト結果

ペイロード VSI のトランザク
ション数

データ プロトコル
フィルタ

累積 T/S SV マシンの CPU % SV マシンのメモリ
%

2 KB 500000 ジェネリック XML
ペイロード パーサ

1826.78 T/s 96% 49%

10 KB 500000 ジェネリック XML
ペイロード パーサ

1509.99 T/s 98% 54%

100 KB 50000 ジェネリック XML
ペイロード パーサ

244.55 T/s 95% 54%

2 KB 500000 XML データ プロト
コル

1322.67 T/s 98% 54%

10 KB 500000 XML データ プロト
コル

653.18 T/s 98% 56%

100 KB 50000 XML データ プロト
コル

0.4 T/s 100% 54%

ジェネリック XML ペイロード パーサは、キーとして常に 1 つの XML エレメントを選択します。
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テスト結果の概要

非推奨の IBM MQSeries トランスポート プロトコルはパフォーマンスが低く、パフォーマンス テストに使用すべきでは
ありません。代わりに、IBM MQ ネイティブ（キューがアセットとして定義されている）を使用します。

パフォーマンスは、要求の比較に使用される引数の数に大きく依存します。従って、応答選択に対して引数の制限され
たセットが使用される場合、より大きなペイロードにはジェネリック XML ペイロードがより適しています。ペイロード
が大きい場合、XML データ プロトコルはそれほど効率的ではありません。これは、一致のために、ペイロードに各 XML
エレメントが引数として自動的に含められるためです。これは結果として、一致条件の非常に大きなセットになり、受信
要求に照らし合わせて評価するのにより長い時間がかかります。

これは、これらの DPH が使用されているすべてのプロトコルに当てはまります。

Java 環境での DevTest ワークステーションの使用
インストールによって使用されたデフォルトの JRE を独自の Java 環境に変更できます。

WARNING

警告デフォルトの JRE を置き換えると、正式に認定された JRE/SDK から移行することになります。デフォル
トの JRE を置き換えることは、特定の JRE/JDK 固有の機能をサポートするのが目的でない限り、お勧めしま
せん。 環境に含まれているものとは異なる JDK/JRE の使用がサポートされるかどうかは、実際にインストー
ルされる JRE/JDK の影響によって決まります。

このことを行う場合は、 が使用する JRE がどのように選択されるかを理解することが重要です。

の起動時には、以下の優先度で使用する Java VM が選択されます。

1. によって LISA_HOME\jre ディレクトリにインストールされている JRE
2. LISA_JAVA_HOME 環境変数
3. JAVA_HOME 環境変数
4. JDK_HOME 環境変数

以下の手順に従います。

1. LISA_HOME\jre ディレクトリの名前を変更します（たとえば、jre を jre_default に変更する）。
2. LISA_JAVA_HOME 環境変数が Java インストール ディレクトリを指すようにします。

NOTE

詳細情報：

• 独自の JVM の提供

デフォルト プロジェクト ホームの変更
デフォルト プロジェクトのホーム ディレクトリを変更することができます。デフォルトでは、プロジェクトは
LISA_HOME\Projects ディレクトリに保存されます。

この手順では、 ポータルのデフォルトの場所を変更する方法について説明します。 のデフォルトの場所は変更できませ
ん。

以下の手順に従います。

1. $LISA_HOME ディレクトリに移動します。
2. res-hub-config.properties という名前のテキスト ファイルを作成します。
3. resHub.projects.dir プロパティをファイルに追加します。Windows プラットフォーム上であっても、ディレクトリ
パスには必ずスラッシュを使用します。以下に例を示します。
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resHub.projects.dir=C:/MyNewProjectHome

4. ファイルを保存して閉じます。
5. ポータル サーバ コンポーネントが実行中の場合は、再起動します。

プロジェクト ディレクトリ構造
テスト アセット（たとえばプロジェクト）を使用するサーバ コンポーネントがテスト アセットを確実に使用できるよう
にすることをお勧めします。

テスト アセットへのアクセスを管理するための要件は以下のとおりです。

• 命名規則を使用します。複数のチームが同じサーバ環境を使用できます。所有者および目的を区別し、秩序を維持す
るために、命名規則を使用します。

• プロジェクト名は一意である必要があります。サーバ環境では、2 つの展開されたプロジェクトが同じ名前である場
合、予期しない状況が発生する可能性があります。

DevTest サーバのアンインストール
DevTest サーバを削除するためにアンインストール アプリケーションを使用できます。アンインストール アプリケー
ションは、LISA_HOME ディレクトリにあります。

以下のビデオは、このプロセスを示します。

以下の手順に従います。

1. DevTest Solutions を停止します。
a. すべてのユーザが  ワークステーション、 ポータル、およびエンタープライズ ダッシュボードからログオフした
ことを確認します。

b. 実行中の  コマンド ライン ユーティリティがないことを確認します。
c. シミュレータ、コーディネータ、VSE、ブローカ、ポータル、レジストリ、エンタープライズ ダッシュボードの
順に、実行ファイルを閉じるかサービスを停止します。

2. （オプション）主なログ ファイルが置かれているディレクトリを削除します。
3. lisa.user.properties ファイルが削除されていることを確認します。デフォルトの場所は、 をインストールしたユー
ザの USE_HOME ディレクトリです。

WARNING
このファイルを削除しない場合、データ ディレクトリがインストール ディレクトリと同じになる今後のイ
ンストールが正常に行われません。

4. （オプション）外部データベースから  スキーマ オブジェクトを削除します。必要に応じて、このアクションを実行
するのに LISA_HOME\database\dropSchema ディレクトリの DDL ステートメントを使用することができます。

5. インストール ディレクトリにあるアンインストール実行可能ファイルを実行します。
［DevTest Solutions Uninstall］手順が表示されます。

6. ［Next］をクリックします。
7. データベース、ホットデプロイ、一時フォルダ、データ ディレクトリ、および関連ユーザ設定のフォルダを削除する
には、［ファイルをすべて削除］チェック ボックスをオンにします。

WARNING

［ファイルをすべて削除］を選択した場合は、データ ディレクトリおよびインストール ディレクトリ全体
が、フォルダ内にあるすべてのファイルと共に削除されます。アンインストールする前に、これらのディレ
クトリをコピーすることをお勧めします。
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NOTE

システム管理者が［ファイルをすべて削除］を選択し、ユーザ ホーム変数（%userprofile% または ~）を使
用してデータ ディレクトリが指定されている場合、アンインストーラはシステム管理者以外のユーザ用の
データ ファイルを削除することはできません。

8. ［Next］をクリックします。
すべてのファイルを削除することを選択しなかった場合は、手順が表示され、削除できなかったファイルのリストが
示されます。

9. ［Finish］をクリックします。

サイレント アンインストール

Windows の場合、以下の手順に従います。

1. 以下のスクリプトを使用して uninstall.bat ファイルを作成します。
#####################################################

## This script will Uninstall older install #

#####################################################

#Remove older installs

#Home directory where LISA is installed

#MODIFY THE PATH AS PER REQUIREMENT

call C:\"Program Files"\CA\DevTest\IdentityAccessManager\bin\IdentityAccessManagerService.exe stop

call C:\"Program Files"\CA\DevTest\bin\EnterpriseDashboardService.exe stop

call C:\"Program Files"\CA\DevTest\bin\stopdefservers.bat

REM ping -n 30 localhost

call C:\"Program Files"\CA\DevTest\uninstall.exe -q

REM clean existing process

2. .bat ファイルの作成時に正しい DevTest インストール パスを指定していることを確認します。
3. uninstall.bat ファイルを実行します。

Linux および MacOS の場合、以下の手順に従います。

1. 以下のスクリプトを使用して uninstall.sh ファイルを作成します。
#####################################################

## This script will Uninstall older install #

#####################################################

#Remove older installs

              

#Home directory where LISA is installed

              

#MODIFY THE PATH AS PER REQUIREMENT
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LISA_HOME=/Applications/CA/DevTest106

              

#Directory is present do clean up activities

if [ -d $LISA_HOME ]; then

              

#Stop servers

$LISA_HOME/bin/stopdefservers.sh

              

#Remove some unnecessary services

ps -ef |grep $LISA_HOME |awk '{print $2}' > pids

while read line

do

kill -9 $line

echo "Killed $line"

done < pids

rm -f pids

              

#Uninstall

$LISA_HOME/uninstall -q

              

#Remove folder

rm -rf $LISA_HOME              

            

2. .sh ファイルの作成時に正しい DevTest インストール パスを指定していることを確認します。
3. uninstall.sh ファイルを実行します。

DevTest ワークステーションのインストール
および組み込まれた  をインストールするか、または  をスタンドアロン アプリケーションとしてインストールできま
す。

このセクションでは、 をスタンドアロン アプリケーションとしてインストールして設定する方法について説明します。

をインストールおよび設定したら、「DevTest ワークステーションを開く」の手順に従ってログインできます。コン
ピュータに  がインストールされていて、 がインストールされていない場合には、リモート コンピュータで実行されて
いるレジストリを指定します。 のインストールにはローカル レジストリが含まれません。

NOTE
コンソール モードで DevTest ワークステーションのみをインストールする場合は、カンマ（,）のみを入力しま
す。カンマのみを入力すると、必須コンポーネントである DevTest ワークステーション コンポーネントがイン
ストールされます。同じコンポーネントをインストールする場合は、数字を入力しないでください。

Windows での DevTest ワークステーションのインストール

インストール手順を開始する前に、Download Center から以下のファイルをダウンロードします。

• ご使用のプラットフォーム用のインストーラ
• （オプション）デモ サーバ zip ファイル

NOTE
Windows のコンソール モードでインストールを実行するには、以下のようにコマンド プロンプトで -c 引数を
指定してインストーラ アプリケーションを呼び出します。
start /wait devtest_win_x64.exe -c 

以下のビデオは、このプロセスを示します。
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以下の手順に従います。

1. インストーラ ファイル（devtest_win_x64.exe など）を実行します。
［DevTest Solutions セットアップ ウィザードへようこそ］が表示されます。

2. ［Next］をクリックします。
［End User License Agreement］手順が表示されます。

3. ライセンス契約書を読み、［I accept the terms of the License Agreement］オプションを選択し、［Next］をク
リックします。
［Select Components］手順が表示されます。

4. ［Server］チェック ボックスをオフにし、［Workstation］チェック ボックスがオンになっていることを確認し、
［Next］をクリックします。
［Select Destination Directory］手順が表示されます。

5. インストール ディレクトリ（LISA_HOME）のパスおよびフォルダ名を入力します。現在のリリースを古いリリース
と分離しておきたい場合は、リリース識別子を含む名前を検討してください。たとえば、「C:\DevTestServer_10.0」
と入力します。または、デフォルト（C:\Program Files\CA\DevTest）をそのまま使用します。パスを参照し、新しい
フォルダの名前を入力すると、そのフォルダがインストール ウィザードによって作成されます。

6. データ ディレクトリのパスおよびフォルダ名を入力します。

NOTE

データ ディレクトリ内のワークステーション コンポーネントに
は、_local.properties、_logging.properties、_de-identify.xml、ホットデプロイ、カスタマイズのライブラ
リ、アセットが含まれるプロジェクト、サンプル フォルダなどがあります。 の初回起動時に、プロジェク
トおよびサンプルはインストール ディレクトリからデータ ディレクトリにコピーまたはリフレッシュされ
ます。

インストールの際、デフォルトのデータ ディレクトリはユーザのホーム フォルダ内にある DevTest という名前のサ
ブフォルダです。例 %userprofile%/DevTest
%userprofile% （または '~'）ユーザ ホーム変数の使用は、他のユーザに代わってこの製品をインストールするシステ
ム管理者にとって有用である可能性があります。これらの変数は、この製品を使用するすべてのユーザのホーム フォ
ルダに解決されます。指定されたデータ ディレクトリが存在し、ユーザにそのディレクトリへの書き込み権限がある
必要があります。データ ディレクトリが存在しない場合、インストーラはそれを作成し、それが書き込み可能である
ことを確認するテストを行います。
データ ディレクトリがインストール ディレクトリと異なる場合、DevTest はインストール ディレクトリおよびユー
ザのホーム フォルダの両方に lisa.user.properties ファイルを作成します。このプロパティ ファイル内の lisa.data.dir
プロパティは、製品にデータ ディレクトリが配置されている場所を通知します。

7. ［Next］をクリックします。
［Demo Server］手順が表示されます。

8. インストーラでデモ サーバを LISA_HOME ディレクトリに解凍する場合、［Install demo server］オプションを選
択し、デモ サーバ zip ファイルの完全修飾パスを指定します。

9. ［Next］をクリックします。
［Select Start Menu Folder］手順が表示されます。

10.を［スタート］メニューに追加するかどうかを指定します。追加する場合には、 をほかのユーザの［スタート］メ
ニューに追加するかどうかを指定します。
– すべてのユーザについてショートカットを持つ［スタート］メニュー フォルダを作成するには、すべてデフォル
ト設定のままにします。必要に応じて、新しいフォルダ名を入力します。

– スタート メニュー フォルダを作成しない場合は、［Create a Start Menu folder］チェック ボックスをオフにし
ます。

– ［スタート］メニュー フォルダを作成し、ショートカットの表示をお使いの［スタート］メニューに制限する方
法
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• ［Create a Start Menu folder］をオンのままにします。
• デフォルトの名前を使用するか、別の名前を入力します。
• ［Create shortcuts for all users］チェック ボックスをオフにします。

11.［Next］をクリックします。
［Desktop Icons］手順が表示されます。

12.（オプション）  エンタープライズ ダッシュボード UI、 ポータル UI、および  ワークステーションのデスクトップ
アイコンを作成しない場合には、このチェック ボックスをオフにします。［Next］をクリックします。
［Select File Associations］手順が表示されます。デフォルトでは、すべての関連付けがオンになっています。

13.すべての関連付けをオンのままにしておくか、または  に関連付けないファイル拡張子をオフにします。
14.［Install］をクリックしてインストールを開始します。
［Installing］手順が表示されます。インストールが完了すると、［Information］手順が表示されます。

15.情報を読み、［Next］をクリックします。
［Completing the DevTest Solutions Setup Wizard （セットアップ ウィザードの完了）］手順が表示されます。

16.［Finish］をクリックします。

OS X での DevTest ワークステーションのインストール

インストール手順を開始する前に、Download Center から以下のファイルをダウンロードします。

• ご使用のプラットフォーム用のインストーラ
• （オプション）デモ サーバ zip ファイル

NOTE
OS X のコンソール モードでインストールを実行するには、最初に以下のコマンドを使用して dmg イメージを
マウントする必要があります。
Hdutil attach installerName

例： hdutil attach devtest_osx_x64.dmg

マウントされた場所は、次のように確認できます。/dev/disk3 /Volumes/DevTest 1

マウント後、以下のコマンドを実行してコンソール モードでインストールします。

/Volumes/DevTest\ 1/DevTest\ Solutions\ Installer.app/Contents/MacOS/JavaApplicationStub -c

以下の手順に従います。

1. インストーラ ファイル（たとえば、devtest_osx_x64.dmg）を実行します。
［DevTest Solutions セットアップ ウィザードへようこそ］が表示されます。

2. ［Next］をクリックします。
［End User License Agreement］手順が表示されます。

3. ライセンス契約書を読み、［I accept the terms of the License Agreement］オプションを選択し、［Next］をク
リックします。
［Select Components］手順が表示されます。

4. ［Server］チェック ボックスをオフにし、［Workstation］チェック ボックスがオンになっていることを確認し、
［Next］をクリックします。
［Select Destination Directory］手順が表示されます。

5. インストール ディレクトリ（LISA_HOME）のパスおよびフォルダ名を入力します。スペースが含まれるディレクト
リを使用しないでください。現在のリリースを古いリリースと分離しておきたい場合は、リリース識別子を含む名前
を検討してください。または、デフォルト（/opt/CA/DevTest）をそのまま使用します。パスを参照し、新しいフォル
ダの名前を入力すると、そのフォルダがインストール ウィザードによって作成されます。

6. データ ディレクトリのパスおよびフォルダ名を入力します。
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NOTE

データ ディレクトリ内のワークステーション コンポーネントに
は、_local.properties、_logging.properties、_de-identify.xml、ホットデプロイ、カスタマイズのライブラ
リ、アセットが含まれるプロジェクト、サンプル フォルダなどがあります。 の初回起動時に、プロジェク
トおよびサンプルはインストール ディレクトリからデータ ディレクトリにコピーまたはリフレッシュされ
ます。

インストールの際、デフォルトのデータ ディレクトリはユーザのホーム フォルダ内にある DevTest という名前のサ
ブフォルダです。例： ~/DevTest
%userprofile% （または '~'）ユーザ ホーム変数の使用は、他のユーザに代わってこの製品をインストールするシステ
ム管理者にとって有用である可能性があります。これらの変数は、この製品を使用するすべてのユーザのホーム フォ
ルダに解決されます。指定されたデータ ディレクトリが存在し、ユーザにそのディレクトリへの書き込み権限がある
必要があります。データ ディレクトリが存在しない場合、インストーラはそれを作成し、それが書き込み可能である
ことを確認するテストを行います。
データ ディレクトリがインストール ディレクトリと異なる場合、 はインストール ディレクトリおよびユーザのホー
ム フォルダの両方に lisa.user.properties ファイルを作成します。このプロパティ ファイル内の lisa.data.dir プロパ
ティは、製品にデータ ディレクトリが配置されている場所を通知します。

7. ［Next］をクリックします。
［Demo Server］手順が表示されます。

8. インストーラでデモ サーバを解凍する場合、［Install demo server］オプションを選択し、デモ サーバ zip ファイ
ルの完全修飾パスを指定します。

9. ［Next］をクリックします。
［Select Additional Tasks］手順が表示されます。

10.（オプション）  のデスクトップ アイコンを作成しない場合は、このチェック ボックスをオフにします。
11.［Next］をクリックします。
［Select File Associations］手順が表示されます。

12.「Application Test ###」で提供されるサンプル プロジェクト チュートリアルを使用する場合は、すべての拡張子を
選択します。DevTest Solutions と関連付けることができるファイル拡張子には、以下のようなものがあります。
– *.tst -- Application Test でテスト ケースを作成するには、この拡張子を選択します。
– *.vsm および *.vsi -- Service Virtualization で仮想サービスを作成するには、この拡張子を選択します。
– *.ste -- Application Test のテスト ランナーでスイートを実行するには、この拡張子を選択します。
– *.stg -- Application Test でテスト ケースをステージング ドキュメントとして実行するには、この拡張子を選択しま
す。

13.［Install］をクリックしてインストールを開始します。
14.［Installing］手順が表示されます。インストールが完了すると、［Information］手順が表示されます。
15.情報を読み、［Next］をクリックします。
16.［Completing the DevTest Solutions Setup Wizard （DevTest Solutions セットアップ ウィザードの完了）］手順が表
示されます。

17.［終了］をクリックします。

NOTE

詳細情報：

• HTTP/S プロキシ サーバの使用 - DevTest ワークステーション
• 環境設定
• Java 環境での DevTest ワークステーションの使用

 236



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

HTTP/S プロキシ サーバの使用 - DevTest ワークステーション
プレーン HTTP プロキシ サーバまたは SSL で保護された HTTP プロキシ サーバを使用している場合は、LISA_HOME
にある local.properties ファイルで、そのプロキシ サーバと除外するホストを定義します。

以下の手順に従います。

1. がインストールされているホストにログオンします。
2. LISA_HOME に移動します。
3. local.properties が存在しない場合は、_local.properties をコピーし、そのコピーを local.properties（アンダースコア
なし）として保存します。

4. local.properties を編集するために開き、HTTP プロキシ サーバまたは HTTPS プロキシ サーバのいずれか（プロキシ
サーバがプレーン HTTP を使用しているか SSL で保護された HTTP を使用しているかによって異なる）のセクショ
ン ヘッダを見つけます。

5. FQDN または IP アドレスおよびポートによってプロキシ サーバを識別します。
– HTTP サーバの場合は、lisa.http.webProxy.host および lisa.http.webProxy.port プロパティを使用します
– HTTPS サーバの場合は、lisa.http.webProxy.ssl.host および lisa.http.webProxy.ssl.port プロパティを使用します

6. プロキシ サーバを通過することから除外するホストを識別します。
– HTTP サーバの場合は、lisa.http.webProxy.nonProxyHosts プロパティを使用します
– HTTPS サーバの場合は、lisa.http.webProxy.ssl.nonProxyHosts プロパティを使用します

7. プロパティの前のコメント記号を削除したことを確認してください。
8. ファイルを保存して終了します。

例：

以下の例の最初の 2 行は、HTTP プロキシ サーバの URL が http://192.168.24.242:49185 であることを指定します。

3 行目は、このプロキシを通過しないホストに、localhost（127.0.0.1）のループバック アドレスと 192.168.32.255 ～
192.168.32.0 の範囲の IP アドレスが含まれることを指定します。除外する IP アドレスの区切り文字としてパイプ記号
（|）が使用されることに注意してください。また、ワイルドカード（*）が任意の有効な値（IP アドレス ノードの有効
な値は 0 ～ 255）を表すことにも注意してください。除外するホストが標準命名規則を共有している場合は、ワイルド
カード文字を FQDN およびホスト名と共に使用することもできます。

lisa.http.webProxy.host=192.168.24.242

lisa.http.webProxy.port=49185

lisa.http.webProxy.nonProxyHosts=127.0.0.1|192.168.32.*

local.properties での HTTP/S プロキシ サーバ設定

## ==============================================

## HTTP Proxy Server

## ==============================================

#lisa.http.webProxy.host=<machine name or ip>

##list of excluded machine names or ip addresses delimited by pipes, * wildcard accepted <machine name or ip>[|
<machine name or ip>]*
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lisa.http.webProxy.nonProxyHosts=127.0.0.1

#lisa.http.webProxy.port=

## ==============================================

## HTTPS Proxy Server

## ==============================================

#lisa.http.webProxy.ssl.host=<machine name or ip>

##list of excluded machine names or ip addresses delimited by pipes, * wildcard accepted <machine name or ip>[|
<machine name or ip>]*

lisa.http.webProxy.ssl.nonProxyHosts=127.0.0.1

#lisa.http.webProxy.ssl.port=

## === Leave blank to use integrated NTLM authentication

#lisa.http.webProxy.host.domain= used for NTLM authentication

#lisa.http.webProxy.host.account=

#lisa.http.webProxy.host.credential=

## === Exclude simple host names from proxy use - default value is true

#lisa.http.webProxy.nonProxyHosts.excludeSimple=false

## === Preemptively send authorization information rather than waiting for a challenge

## ===== valid values are basic or ntlm

#lisa.http.webProxy.preemptiveAuthenticationType=ntlm
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環境設定
ドキュメントには、%LISA_HOME% （Windows 用）または $LISA_HOME （OS X または UNIX 用）という名前の
トークンへの言及があります。このトークンは、 ソリューションがインストールされた場所を示します。

サポート対象のすべてのオペレーティング システムで、環境変数は起動スクリプトまたはプログラムからこの名前で自
動的に設定されます。

たとえば、 を C:\DevTest_ release_number にインストールした場合、それは %LISA_HOME% の値です。
は、LISA_HOME という名前のプロパティ内のこの変数の値にもアクセスできます。

クラスパスに JAR、zip、またはディレクトリを追加するには、以下の 2 つのオプションがあります。

• 環境変数 LISA_POST_CLASSPATH を定義し、そこに必要なリソースを設定します。
• それらを %LISA_HOME%/hotDeploy ディレクトリ、またはユーザのデータ ディレクトリ内の hotDeploy フォルダ
に配置します。

NOTE
環境設定の詳細については、「共通のプロパティと環境変数」を参照してください。

Contour Ingress Kubernetes での DevTest ワークステーションの設定
この記事では、Kubernetes （Contour Ingress）で実行しているレジストリ サービスに接続するために DevTest ワークス
テーションを設定する方法について説明します。

Contour Ingress で DevTest ワークステーションを設定するには

SSL 証明書の設定

NOTE
文中のドメイン名（例： broadcom.com や yourcompany.com）は、ご自分のドメイン名に置き換えてくださ
い。

以下の手順に従います。

1. ターミナルからレジストリ ポッドに接続し、レジストリ キーストア ファイルのリモート コピーおよび貼り付けを行
います。指定したローカル ディレクトリにコピーされます。
$ kubectl cp registry-0:/devtest/devtest-keystore.jks ./devtest-keystore.jks

NOTE
レジストリ ポッドにアクセスするには適切な権限が必要です。

2. レジストリ証明書をキーストアからエクスポートし、$LISA_HOME にあるデフォルトの DevTest トラスト ストア
ファイルにインポートします。トラスト ストア ファイルがまだない場合は、手順 3 に進みます。
$ keytool -export -alias devtest-ns -file devtest-ns.crt -keystore devtest-keystore.jks

 

$ keytool -importcert -alias devtest-ns -file devtest-ns.crt -keystore <DEFAULT_TRUST_STORE_FILE> -

deststorepass <DEFAULT_TRUST_STORE_PASSWORD> -noprompt

3. デフォルトの DevTest トラスト ストアが利用できない場合は、$LISA_HOME にある新しいトラスト ストア ファイ
ルに証明書をインポートします。
$ keytool -export -alias devtest-ns -file devtest-ns.crt -keystore devtest-keystore.jks

 

$ keytool -importcert -alias devtest-ns -file devtest-ns.crt -keystore lisa.ts -deststorepass changeit -

noprompt
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クライアント証明書の検証の有効化

ローカルのトラスト ストアから DevTest のクライアント証明書の検証を有効にします。

以下の手順に従います。

1. DevTest のデフォルト トラストストアが使用可能であり、lisa.net.trustStore プロパティがトラスト スト
アを指定していることを確認します。それ以外の場合は、$LISA_HOME にある local.properties ファイル
で、lisa.net.trustStore および lisa.net.trustStore.password プロパティを有効にします。新しく作成したトラスト
ストア ファイルおよびパスワードを指定します。

NOTE
新しく作成したトラスト ストア ファイルが、DevTest のデフォルト トラスト ストアになります。オンプレ
ミス/ Kubernetes レジストリ サービスと同時に動作させるには、すべてのクライアント証明書をこのトラ
スト ストアに追加する必要があります。

## This is where we keep trusted certificates.

## If we are primarily a client installation, this holds a list of

## trusted servers. If we are a server installation and we are

## doing mutual (client) auth, this is where we put trusted client

## certificates.

lisa.net.trustStore={{LISA_HOME}}lisa.ts

lisa.net.trustStore.password=changeit

2. Devtest ワークステーションを起動し、SSL 経由でレジストリ サービスに接続します。これで、ログイン ページに移
動して、さらにワークステーションにアクセスできるようになります。

Example: ssl://registry.devtest.yourcompany.com:8443/Registry

NOTE
詳細については、以下を参照してください。

• Contour Ingress Controller を使用した DevTest の展開
• Contour Ingress を使用した複数の VSE の追加
• オンプレミスから Kubernetes 展開への仮想サービスの移動

デモ サーバのインストール
オプションのデモ サーバは、 の機能を示すためのいくつかのアプリケーションがある JBoss 4.2.3 アプリケーション
サーバです。

• examples プロジェクトには、デモ サーバを使用するテスト ケースが含まれます。
• 「はじめに」のチュートリアルの一部はデモ サーバを使用します。

NOTE
デモ サーバはポート 1529 を使用します。その他のアプリケーションでは、そのポートを使用できません。こ
のポートが使用可能でない場合、デモ サーバは正常に起動しません。

デモ サーバを実行するには、Java 8 が必要です。

以下の手順に従います。

1. 「DevTest のインストーラのダウンロード」の説明に従って、デモ サーバをダウンロードします。
2. 以下のいずれかのインストール方法を選択します。

– （推奨） DevTest Solutions （サーバまたはワークステーション）をインストールし、セットアップ ウィザード
で同じインストール ディレクトリ（LISA_HOME）にファイルを解凍します。セットアップ ウィザードは、デモ
サーバのデスクトップ アイコンも作成します。

– コンピュータ上で DevTestDemoServer.zip ファイルを解凍します（Windows では、このファイルは ダウンロー
ド フォルダにダウンロードされます）。lisa-demo-server フォルダに移動し、README ファイルに記載されてい
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る手順に従います。README ファイルには、デモ サーバを起動するためのプラットフォームに固有の手順が含ま
れます。

3. 2 つ目の方法を選択する場合は、以下の情報に注意してください。
– システムには、個別に Java 8 をインストールしておく必要があります。
– JAVA_HOME 環境変数を設定します。この変数は、JBoss が JSP ファイルをコンパイルおよび実行するために必
要です。

– デスクトップまたはスペースが含まれるパスに JBoss サーバ ディレクトリを配置しないでください。ディレクト
リへのパスにスペースがある場合、JBoss は JSP をコンパイルできません。

NOTE

• コマンド ラインからデモ サーバを起動するには、LISA_HOME\DemoServer\lisa-demo-server ディレクト
リに移動し、お使いのオペレーティング システム用のスクリプトを起動します。
– （Windows）start-windows.bat
– （UNIX または Linux）start-unix-linux.sh
– （OS/X）start-osx.command

• UNIX または Linux でデモ サーバを実行するには、/bin/bash シェルを使用します。
• デモ サーバはデフォルトで  Java エージェントを実行し、Application Insight 機能にできるだけ多くの情報
をレポートします。このレポートをオフにするには、-noagent フラグを使用します。ヒープ/スタック情報
のレポートのみをオフにするには、-noheapss フラグを使用します。

• ネイティブ エージェント バイナリが、広く使用される UNIX および Linux ディストリビューションに存在
する場合、デモ サーバはネイティブ エージェントを代わりに起動します。この場合、デモ サーバに Pure
Java エージェントを使用させるには、起動コマンドに --javaagent パラメータを渡します。ネイティブ
エージェント バイナリは、Java 1.4 以前での使用のみを意図しています。

• デモ サーバが初めて起動されると、デモ サーバ データベースが作成されます。このデータベース
は、LISA_HOME\DemoServer\lisa-demo-server\jboss\server\default\data\lisa-demo-server.db ディレ
クトリにあります。

• デモ サーバが起動したら、ブラウザを使用してポート 8080 でサーバにアクセスできます。

Forward Cars の実行
Forward Cars は、オンラインで利用できる人気の自動車購入アプリケーションをシミュレートする Web ベースのデモ
アプリケーションです。

Forward Cars には次の主要な領域の機能が含まれます。

• インベントリ検索
データベースを検索して、次に購入する自動車を検索できます。

• VIN ルックアップ
自動車が一台ごとに持つ固有のシリアル番号を検索できます。車両の ID 番号（VIN）は車種と仕様の特定以外にも、
認証機関や組織が車両の過去の記録を追跡することにも役立ちます。

• ローン申請
ローンを申請する顧客の信用調査を行います。

• ローン ステータス
利子付きのローンを提供する最大 3 行の銀行のローン申請に対応します。

以下の図に、Forward Cars のアーキテクチャを示します。Web コンテナでは、アプリケーションのフロントエンドを提
供します。Web コンテナは、ESB 層と対話します。ESB 層では、JSON および REST を使用して、インベントリ アプ
リケーションと通信します。ESB 層では、Java Message Service （JMS）を使用して、ローン申請と通信します。
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Forward Cars の使用方法の詳細については、「チュートリアル 11： Forward Cars のデモ アプリケーションの実行」を
参照してください。

以下の手順に従います。

1. コンピュータ上で DevTestDemoServer.zip ファイルをダウンロードして解凍します。Forward Cars は、デモ サーバ
のダウンロード ファイルに含まれており、LISA_HOME\DemoServer ファイル ディレクトリにあります。

2. コマンド ラインから Forward Cars を起動します。LISA_HOME\DemoServer\carsdemo ディレクトリに移動し、オ
ペレーティング システムのスクリプトを起動します。
– （Windows） start.bat
– （UNIX または Linux）./start.sh
– （OS X） ./start.command
エージェントのない Forward Cars を起動するには、--noagent オプションを追加します。エージェントが必要ない場
合、このオプションによってシステムのパフォーマンスを向上できます。
アプリケーションは、開始するまで数分かかります。

3. Web ブラウザに以下の URL を入力します。
http://localhost:3434/cars-app

互換性の問題を回避するために、Forward Cars デモにアクセスする際のブラウザとして Chrome または Firefox を使
用することをお勧めします。

NOTE

Forward Cars ではポート 3434 を使用するため、他のアプリケーションで使用することはできません。この
ポートが使用可能でない場合、Forward Cars は正常に起動しません。

ホーム ページが表示されます。
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DevTest のインストールの確認
このセクションでは、 のインストールが正しく行われたことを確認する方法について説明します。

以下の手順に従います。

1. Identity and Access Manager を起動します。
2. ユーザ インターフェースにログインする準備をします。以下を行うことができます。

– 標準 DevTest スーパー ユーザとしてのログイン
– 自分用にスーパー ユーザ ロールが付与された DevTest ユーザを作成し、自分の認証情報でログインします。

3. 各ユーザ インターフェースにアクセスしてログインします。
4. （オプション） ディレクトリを確認します。

DevTest プロセスまたはサービスの起動

このセクションでは、使用可能なすべてのコンポーネントを持つ  を起動するプロセスについて説明します。すべてのコ
ンポーネントが確実に起動するように、示されているシーケンスを使用してください。起動プロセスの後に、 プロセス
またはサービスを開始できるいくつかの方法を説明します。

NOTE
プロセスの詳細については、「DevTest サーバ コンポーネント」を参照してください。

TIP

エンタープライズ ダッシュ ボードまたは DevTest web サービスのいずれかの起動に時間がかかる場合、ハー
ド ディスクの断片化を確認します。ディスクの最適化によってパフォーマンスを向上させることができます。
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起動順序シーケンス

以下のシーケンスで  プロセス（またはサービス）を起動します

1. Identity and Access Manager を起動します。
2. エンタープライズ ダッシュボード サーバを起動します。
3. 各レジストリを起動します。
4.  ポータルを起動します。
5. 以下のコンポーネントを任意の順番で起動します。

– ブローカ
– コーディネータ サーバ
– 各コーディネータに関連付けられたシミュレータ サーバ
– 仮想サービス環境

6. 上で使用されている場合は、 を起動します。

NOTE
サーバ コンポーネントをシャットダウンするには、逆の順番を使用します。

を起動する方法

以下のいずれかの方法で  プロセスにアクセスします。

• （Windows）［スタート］メニューをクリックし、［DevTest Solutions］を展開します。起動順序シーケンスでプ
ロセスを起動します。

• LISA_HOME\bin フォルダに移動します。起動順序シーケンスで実行ファイルを起動します。
• （Windows）［サービス］に移動し、起動順序シーケンスでサービスを起動します。
• 管理者としてコマンド プロンプトを開くか、ターミナル ウィンドウを開きます。LISA_HOME\bin に移動し、起
動順序シーケンスで各プロセスを起動するコマンドを入力します。それぞれのサービスを起動したり、関連する
vmoptions ファイルを起動したりすることもできます。コマンド名の後に「--help」を続けて入力することにより、ヘ
ルプを表示します。

• LISA_HOME\bin フォルダにあるスクリプトを実行します。startdefservers.bat スクリプトは、エンタープライズ
ダッシュボードを除くすべてのコンポーネントを正しい順序で起動します。stopdefservers.bat スクリプトは、すべ
てのコンポーネントを停止します。

標準スーパー ユーザとしてのログイン

セキュリティの設定には、ロール ベースのユーザ アカウントの作成、Identity and Access Manager での認証情報の指
定、または LDAP ユーザ フェデレーションの設定が含まれます。LDAP を認証に使用することを計画している場合は、
「スーパー ユーザ ロールが付与されたユーザの作成」で説明されているとおり、自分のユーザ名およびパスワードを追
加しないでください。LDAP の設定前に UI にアクセスするには、スーパー ユーザ ロールで定義されている標準ユーザを
使用します。

にアクセスすると、ログイン ダイアログ ボックスが表示されます。

ログインするには、［ユーザ名］フィールドに「admin」と入力し、［パスワード］フィールドに「admin」と入力し
て、［ログイン］をクリックします。

ブラウザで  ポータルにアクセスすると、ログイン領域が表示されます。

ログインするには、［ユーザ名］フィールドに「admin」と入力し、［パスワード］フィールドに「admin」と入力し
て、［ログイン］をクリックします。

スーパー ユーザ ロールが付与されたユーザの作成

ユーザ自身に DevTest Solutions へのフル アクセスを付与します。
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以下の手順に従います。

1. Identify and Access Manager UI を起動します（https://localhost:51111）。
2. 標準管理者ユーザとしてログインします。

a. ユーザ名に「admin」と入力します。
b. パスワードに「admin」と入力します。

3. ［管理］メニューで、［ユーザ］を選択します。
［ルックアップ］タブが、［ユーザ］ページに表示されます。

4. 忘れないパスワードを使用して、自分のユーザ アカウントを作成します。DevTest Solutions へフル アクセスするた
めに、スーパー ユーザ ロールを割り当てます。
a. ユーザの詳細を入力します。

• 必須フィールドは赤色のアスタリスクで示されています。
• 各フィールドの詳細については、そのフィールドの横にある疑問符をクリックします。

b. ［Save］をクリックします。
c. ［認証情報］タブをクリックします。
d. 記憶したパスワードを入力して、［パスワードのリセット］をクリックします。
e. 確認ウィンドウ上で［パスワードの変更］をクリックします。
f. ［ロール マッピング］タブをクリックします。
g. ［利用可能なロール］列のスーパー ユーザを選択し、［選択の追加］をクリックします。

これで任意の  ユーザ インターフェースまたはコマンド ライン インターフェースにアクセスし、定義したユーザ ID およ
びパスワードでログインできるようになりました。

ユーザ インターフェースへのアクセス

使用するエンタープライズ ダッシュボード、レジストリ、およびポータルは、すべての UI に対して実行される必要があ
ります。「サーバ コンポーネントの起動」を参照してください。

ここでの説明に従って UI にアクセスします。その後、標準のスーパー ユーザとしてログインするか、スーパー ユーザ
ロールを使用したユーザがユーザ自身を定義したユーザ独自の認証情報でログインします。

エンタープライズ ダッシュボード

エンタープライズ ダッシュボードに接続されているレジストリのリストを表示する方法

• ブラウザでエンタープライズ ダッシュボード UI にアクセスして、ログインします。
 http://hostname:1506
 

• （Windows）エンタープライズ ダッシュボードがインストールされているサーバにログインします。［スタート］メ
ニューの［DevTest Solutions］を展開して、［DevTest エンタープライズ ダッシュボード UI］を選択します。

ポータル

UI は、ブローカが実行中である必要があります。

Application Test および Service Virtualization は、一部の機能のためにポータルを使用します。「Application Test の使
用」および「Service Virtualization の使用」を参照してください。

Application Insight 機能を使用する前に、 Java エージェントをインストールします。ブラウザで以下の URL にアクセス
し、 ポータルにログインして、Application Insight にアクセスします。実行中のレジストリを持つコンピュータのホスト
名を指定します。「Application Insight の使用」を参照してください。

• ブラウザでポータル UI にアクセスして、ログインします。
 http://hostname:1507/devtest
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• （Windows）［スタート］メニューの［DevTest Solutions］を展開して、［DevTest ポータル UI］を選択します。

ワークステーション

ローカル ホスト上の  を起動します。 はテストの作成と編集を行う場所であり、テストのステージングもここで行いま
す。代替の手段としては、TestRunner、junitlisa Ant タスクなどがあります。「Application Test の使用」を参照してくだ
さい。UI は、コーディネータ サーバおよびシミュレータ サーバが実行中である必要があります。

• （Windows）［スタート］メニューの［DevTest Solutions］を展開して、［ワークステーション］を選択します。
• LISA_HOME\bin に移動し、Workstation.exe を実行します。

レジストリへの接続中に  に［要求がタイムアウトになりました］というエラーが表示される場合、ワークステーション
実行可能ファイルを "管理者として実行" として起動する必要がある場合があります。

Virtual Service Catalog のインストール
Virtual Service Catalog は、仮想サービスを表示および共有するための一元的なリポジトリを提供します。VSE に展開さ
れており、Virtual Service Catalog に接続されたエンタープライズ ダッシュボード上でアクセスできる利用可能なサービ
スを、単一のダッシュボードですばやく確認できます。 

NOTE

Virtual Service Catalog を使用するためには、事前に Identity and Access Manager で適切な権限を持つユーザ
を作成しておく必要があります。Virtual Service Catalog をインストールする前に、 インストールの一部として
Identity and Access Manager をインストールしておく必要があります。また、ユーザが Virtual Service Catalog
にアクセスできるためには、事前に Identity and Access Manager を実行中にしておく必要があります。詳細に
ついては、「DevTest サーバのインストールおよび設定」および「Identity and Access Manager の設定」を参
照してください。

このセクションでは Virtual Service Catalog をインストールする方法について説明します。 

NOTE

Virtual Service Catalog では、DevTest 10.3 以降のエンタープライズ ダッシュボードとレジストリのみがサ
ポートされます。

  

Windows での Virtual Service Catalog のインストール

インストール手順を開始する前に、Download Center から Virtual Service Catalog （vscatalog）インストーラ ファイル
をダウンロードします。

以下の手順に従います。

1. インストーラ ファイル（vscatalog_win_x64.exe など）を実行します。
［Virtual Service Catalog セットアップ ウィザードへようこそ］手順が表示されます。

2. ［Next］をクリックします。
［End User License Agreement］手順が表示されます。

3. 使用許諾契約書を読み、最後までスクロールします。［使用許諾契約書に同意します］オプションを選択し、［次
へ］をクリックします。
［Select Destination Directory］手順が表示されます。

4. インストール ディレクトリのパスおよびフォルダ名を入力し、［次へ］をクリックします。
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– 現在のリリースを古いリリースと分離しておきたい場合は、リリース識別子を含む名前を検討してください。 
– パスを参照し、新しいフォルダの名前を入力すると、そのフォルダがインストール ウィザードによって作成され
ます。

WARNING

Virtual Service Catalog のデフォルトのインストール ディレクトリは C:\Program Files\CA\vscatalog で
す。C:\Program Files に直接書き込むことができない Windows のバージョンを使用している場合は、別
のディレクトリを選択する必要があります。

Identity and Access Manager ステップが表示されます。Virtual Service Catalog をインストールして使用するには
Identity and Access Manager が必要です。

5. 既存の IAM サービスの URL を入力し、［次へ］をクリックします。
– この URL は Identity and Access Manager がインストールされているホストとポートです。 
– Virtual Service Catalog をインストールする前に、 インストールの一部として Identity and Access Manager をイン
ストールしておく必要があります。詳細については、「DevTest サーバのインストールおよび設定」を参照してく
ださい。

– ［検証］をクリックすると、入力された URL の形式が有効であることが確認されます。この検証で IAM への接続
が試行されることはありません。

［Desktop Icons］手順が表示されます。
6. Virtual Service Catalog のデスクトップ アイコンを作成しない場合は、チェック ボックスをオフにします。
7. ［Next］をクリックします。
［Select Start Menu Folder］手順が表示されます。

8. Virtual Service Catalog を［スタート］メニューに追加するかどうか、また、追加する場合は Virtual Service Catalog
を他のユーザの［スタート］メニューにも追加するかどうかを指定します。
– すべてのユーザについてショートカットを持つ［スタート］メニュー フォルダを作成するには、すべてデフォル
ト設定のままにします。必要に応じて、新しいフォルダ名を入力します。

– スタート メニュー フォルダを作成しない場合は、［Create a Start Menu folder］チェック ボックスをオフにしま
す。

– ［スタート］メニュー フォルダを作成し、ショートカットの表示をお使いの［スタート］メニューに制限する方
法
• ［Create a Start Menu folder］をオンのままにします。
• デフォルトの名前を使用するか、別の名前を入力します。
• ［Create shortcuts for all users］チェック ボックスをオフにします。

9. ［Next］をクリックします。
［Windows Services］手順が表示されます。

10.（オプション）［サービスをインストールする］を選択すると、以下の Windows サービスが作成されます。
– Virtual Service Catalog サービス
この選択により［管理ツール］-［コンポーネント サービス］-［サービス］にサービスが追加されます。サービスを
起動する利点は、関連する実行ファイルとは対照的に、システム トレイに表示されるアイコンの数が少なくなること
です。［スタートアップの種類］を［自動］として定義して、ホスト コンピュータの再起動時にサービスが起動する
ようにするには、［起動時に開始する］チェック ボックスをオンにします。ここでこのチェック ボックスをオンに
しなくても、［サービス］内で自動スタートアップを設定できます。
特定のユーザ アカウントを使用して Windows でサービスが実行されるようにするには、［省略可能なサービス アカ
ウント］をクリックします。システム アカウントでサービスを実行するには、［システム アカウント］を選択しま
す。別のアカウントでサービスが実行されるようにするには、［ユーザ アカウント］を選択して、アカウント名とパ
スワードを入力します。

11.［Next］をクリックします。
［Installing］手順が表示されます。インストールが完了すると、［Information］手順が表示されます。

12.情報を読み、［Next］をクリックします。
［Completing the Virtual Service Catalog Setup Wizard （Virtual Service Catalog セットアップ ウィザードの完了）］
手順が表示されます。
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13.［Finish］をクリックします。

UNIX での Virtual Service Catalog のインストール

インストール手順を開始する前に、Download Center から Virtual Service Catalog （vscatalog）インストーラ ファイル
をダウンロードします。

以下の手順は、GUI 版のインストーラに基づいています。コマンドライン版のインストーラを使用するには、-c オプ
ションを追加します。以下に例を示します。

./vscatalog_linux_x64.sh -c

グラフィカル フロント エンドがご使用のコンピュータで利用可能でない場合は、コマンド ライン バージョンを使用す
る必要があります。

NOTE
汎用 UNIX インストーラをダウンロードした場合は、Java 仮想マシン（JVM）が同じコンピュータにあること
を確認してください。インストーラが JVM を検出できない場合、インストーラはメッセージを表示して終了し
ます。詳細については、「システム要件」の「独自の JVM の提供」を参照してください。

以下の手順に従います。

1. ターミナル ウィンドウで、インストーラ ファイルがあるディレクトリに移動します。
2. インストーラ ファイルに実行権限があることを確認します。以下に例を示します。

chmod 777 vscatalog_linux_x64.sh

このコマンドは、ユーザの各クラスに対して読み取り、書き込み、および実行の許可を与えます。
3. インストーラ ファイルを実行します。以下に例を示します。

./vscatalog_linux_x64.sh

TIP

Ubuntu システムでは、root ユーザとしてインストールすると、デスクトップに DevTest アイコンを表示で
きません。

［Virtual Service Catalog セットアップ ウィザードへようこそ］が表示されます。
4. ［Next］をクリックします。
［End User License Agreement］手順が表示されます。

5. 使用許諾契約書を読み、最後までスクロールします。［使用許諾契約書に同意します］オプションを選択し、［次
へ］をクリックします。
［Select Destination Directory］手順が表示されます。

6. インストール ディレクトリのパスおよびフォルダ名を入力し、［次へ］をクリックします。
– スペースが含まれるディレクトリを使用しないでください。
– 現在のリリースを古いリリースと分離しておきたい場合は、リリース識別子を含む名前を検討してください。 
– パスを参照し、新しいフォルダの名前を入力すると、そのフォルダがインストール ウィザードによって作成され
ます。

Identity and Access Manager ステップが表示されます。Virtual Service Catalog をインストールして使用するには
Identity and Access Manager が必要です。

7. 既存の IAM サービスの URL を入力し、［次へ］をクリックします。
– この URL は Identity and Access Manager がインストールされているホストとポートです。 
– Virtual Service Catalog をインストールする前に、 インストールの一部として Identity and Access Manager をイン
ストールしておく必要があります。詳細については、「DevTest サーバのインストールおよび設定」を参照してく
ださい。

– ［検証］をクリックすると、入力された URL の形式が有効であることが確認されます。この検証で IAM への接続
が試行されることはありません。

［Desktop Icons］手順が表示されます。
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8. Virtual Service Catalog のデスクトップ アイコンを作成しない場合は、チェック ボックスをオフにします。
9. ［Next］をクリックします。
［Installing］手順が表示されます。インストールが完了すると、［Information］手順が表示されます。

10.情報を読み、［Next］をクリックします。
［Completing the Virtual Service Catalog Setup Wizard （Virtual Service Catalog セットアップ ウィザードの完了）］
手順が表示されます。

11.［Finish］をクリックします。

OS X での Virtual Service Catalog のインストール

インストール手順を開始する前に、Download Center から Virtual Service Catalog （vscatalog）インストーラ ファイル
をダウンロードします。

Sierra 以降の MacOS を使用する場合は、以下のコマンドを実行してダウンロードしたメタデータを削除して、インス
トーラを実行するときのエラーを防止します。 

xattr -cr vscatalog_osx_x64.dmg

 

以下の手順に従います。

1. インストーラ ファイル（vscatalog_osx_x64.dmg など）を実行します。
［Virtual Service Catalog セットアップ ウィザードへようこそ］手順が表示されます。

2. ［Next］をクリックします。
［End User License Agreement］手順が表示されます。

3. 使用許諾契約書を読み、最後までスクロールします。［使用許諾契約書に同意します］オプションを選択し、［次
へ］をクリックします。
［Select Destination Directory］手順が表示されます。

4. インストール ディレクトリのパスおよびフォルダ名を入力し、［次へ］をクリックします。
– スペースが含まれるディレクトリを使用しないでください。
– 現在のリリースを古いリリースと分離しておきたい場合は、リリース識別子を含む名前を検討してください。 
– パスを参照し、新しいフォルダの名前を入力すると、そのフォルダがインストール ウィザードによって作成され
ます。

Identity and Access Manager ステップが表示されます。Virtual Service Catalog をインストールして使用するには
Identity and Access Manager が必要です。

5. 既存の IAM サービスの URL を入力し、［次へ］をクリックします。
– この URL は Identity and Access Manager がインストールされているホストとポートです。 
– Virtual Service Catalog をインストールする前に、 インストールの一部として Identity and Access Manager をイン
ストールしておく必要があります。詳細については、「DevTest サーバのインストールおよび設定」を参照してく
ださい。

– ［検証］をクリックすると、入力された URL の形式が有効であることが確認されます。この検証で IAM への接続
が試行されることはありません。

［Desktop Icons］手順が表示されます。
6. Virtual Service Catalog のデスクトップ アイコンを作成しない場合は、チェック ボックスをオフにします。
7. ［Install］をクリックします。
［Installing］手順が表示されます。インストールが完了すると、［Information］手順が表示されます。

8. 情報を読み、［Next］をクリックします。
［Completing the Virtual Service Catalog Setup Wizard （Virtual Service Catalog セットアップ ウィザードの完了）］
手順が表示されます。

9. ［Finish］をクリックします。
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NOTE

• 接続の設定
• Identity and Access Manager の設定
• DevTest ソリューション アーキテクチャ
• DevTest サーバのインストールおよび設定

統合ツールのインストール
このセクションでは、 と共に使用できるサードパーティ ツールをインストールおよび設定する方法について説明しま
す。

パフォーマンス モニタ（Perfmon）のインストール
パフォーマンス モニタ（Perfmon）は、ローカルまたはリモート システムのパフォーマンスのモニタを行うユーティリ
ティです。Perfmon は、パフォーマンス カウンタを使用してシステム パフォーマンスをモニタする方法を示します。

Perfmon を使用して Windows システムのパフォーマンスをモニタする方法

• .NET Framework 2.0 との互換性が必要です。
• コマンド プロンプトから、LISA_HOME\bin ディレクトリにある setup-wperfmon.bat ファイルを実行します。
• Windows では、コマンド プロンプトは、「管理者として実行」する必要があります。

NOTE
Windows 2012 を実行している場合、.NET Framework 3.5 のインストールにより .NET Framework 2.0 との互
換性を実現できます。

さらに、以下を確認します。

• ユーザ ID が両方のコンピュータで同じである。
• ユーザ ID が両方のコンピュータで管理者権限を持つ。
• ファイルおよびプリンタの共有がオンになっている。
• 簡易ファイルの共有がオフになっている。
• デフォルトの C$ 共有、ADMIN$ 共有、または両方が有効である。

モニタ対象のコンピュータ上のファイアウォールを停止する必要がある場合があります。

リモート モニタが動作していることを確認する方法

1. ［スタート］-［コントロール パネル］-［管理ツール］-［パフォーマンス］を選択します。
2. 監視するコンピュータにモニタを追加します。

と Windows は、リモート モニタリングに同じテクノロジを使用します。Windows のモニタが動作する場合、通常では 
のモニタは動作します。

Perfmon を使用して  のメトリックを収集するには、「Windows Perfmon メトリック」を参照してください。

SNMP のインストールおよび設定
このセクションでは、 と連携するように SNMP をインストールして設定する方法を説明します。

SNMP （Simple Network Management Protocol）の Microsoft Windows への実装は、以下のタスクに使用されます。

• リモート デバイスの設定
• ネットワーク パフォーマンスのモニタ
• ネットワーク使用状況の監査
• ネットワーク障害または不適切なアクセスの検出
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UNIX での SNMP のサポート

SNMP のサポートはオペレーティング システム ベンダーから入手可能です。または、Net-SNMP オープン ソース
SNMP パッケージを利用できます。インストールおよび設定の詳細については、付属のドキュメントを参照してくださ
い。

Windows での SNMP のサポート

Windows 7 および Windows 10 は、SNMP 要求に応答し、トラップを送信できるエージェントを提供します。

Windows 7 および Windows 10 での Microsoft SNMP エージェントのインストール

以下の手順に従います。

1. Windows の［コントロール パネル］を開きます。
2. ［プログラム］をクリックします。
3. ［プログラムと機能］で［Windows の機能の有効化または無効化］を選択します。
［Windows の機能］ウィンドウが表示されます。

4. ［簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）］チェック ボックスをオンにして、［OK］をクリックします。
5. SNMP がインストールされるまで待機します。

以前の Windows バージョンでの Microsoft SNMP エージェントのインストール

以下の手順に従います。

1. Windows の［コントロール パネル］を開きます。
2. ［プログラムの追加と削除］をダブルクリックします。
［プログラムの追加と削除］ウィンドウが開きます。

3. ウィンドウの左側で［Windows コンポーネントの 追加と削除］をクリックします。
Windows コンポーネント ウィザードが表示されます。

4. ［コンポーネント］リスト内の［管理とモニタ ツール］を選択し、［詳細］をクリックします。
［管理とモニタ ツール］ウィンドウが表示されます。

5. ［管理とモニタ ツールのサブコンポーネント］リストから［簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）］を選択
し、［OK］をクリックします。

6. ［Next］をクリックします。
Windows コンポーネント ウィザードが Microsoft SNMP エージェントをインストールします。

7. 完了したら、［完了］をクリックします。

Microsoft SNMP エージェントの設定

この手順では、SNMP エージェントを設定する方法について説明します。

以下の手順に従います。

1. Windows の［コントロール パネル］を開きます。
2. ［管理ツール］をダブルクリックします。
［管理ツール］ウィンドウが表示されます。

3. ［サービス］をダブルクリックします。
［サービス］ウィンドウが表示されます。

4. SNMP サービスをダブルクリックします。
［SNMP サービスのプロパティ］ダイアログ ボックスが表示されます。

5. ［全般］タブの［スタートアップの種類］を［自動］に変更します。
この操作により、システムの起動時に Microsoft SNMP エージェントを起動するように SNMP サービスが設定されま
す。
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6. ［トラップ］タブをクリックします。
7. ［コミュニティ名］フィールドに、コンピュータがトラップ メッセージを送信するコミュニティ名を入力します。
8. ［一覧に追加］をクリックします。
9. ［適用］をクリックし、［OK］をクリックします。
10.［OK］をクリックします。

Windows SNMP を使用してメトリックを収集するには、「CA Application Test の使用」を参照してください。

TCPMon の実行
TCPMon は、TCP ベースの会話で渡されるメッセージをモニタできるユーティリティです。

TCPMon は以下の要素で構成されています。

• Windows の場合： .jar ファイル、.bat ファイル
• UNIX の場合： シェル スクリプト

TCPMon を実行する方法

Windows 上で .bat ファイルをダブルクリックします。または UNIX でシェル スクリプトを実行します。

tcpmon.bat ファイルは LISA_HOME\bin ディレクトリにあります。TCPMon の最新のバージョンは、http://
ws.apache.org/commons/tcpmon/ から取得できます。

NOTE
このセクションでは、Apache の TCPMon バージョンについて説明します。この TCPMon バージョンには、
で配布される TCPMon バージョンで使用できない［Sender］タブが含まれます。

 

明示的な中継としての TCPMon の使用

TCPMon の最も一般的な使用パターンは、「中継」としての使用することです。クライアントは、メッセージを監視す
るために元のエンドポイントではなく中継を指す必要があるため、この使用は明示的なものとして指定されます。

Figure 9: 明示的な中継としての TCPMon

この設定で TCPMon を起動する方法

1. TCPMonitor の［Admin］タブで、リスン ポート、ホスト名、およびリスナのポートを入力します。
2. メッセージを参照できる新しいタブ（ポート 8000）を開くには、［Add］をクリックします。

これで、要求は、元のエンドポイントではなく TCPMon のリスナ ポートを指すようになります。

localhost:8080 で送受信されるすべてのメッセージがモニタされます。

• リスナをポート 8000 に設定しました。これには、ローカル コンピュータの任意の未使用ポートを使用できます。
• ホストが localhost、ポートが 8080 のリスナを追加しました。
• ブラウザが localhost:8080 の代わりに localhost:8000 を指すようにします。
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要求送信者としての TCPMon の使用

TCPMon は Web サービスの要求送信者として使用することもできます。

• SOAP 要求メッセージは［Sender］ウィンドウへ貼り付けて、サーバに直接送信できます。
• Web サービス エンドポイントは［connection Endpoint］テキスト ボックスに入力されます。

 

DevTest ALM プラグインのインストール

プラグインを使用すると、HP ALM スイートから ALM テストとして  テスト ケースをロードおよび実行できます。この
プラグインは、 の 64 ビット インストールのみをサポートします。

プラグインの使用方法の詳細については、「DevTest ALM プラグインの使用」を参照してください。

このセクションには、以下の情報が含まれています。

前提条件

プラグインには以下の前提条件があります。

• LISA_HOME 環境変数を定義し、 インストールのルート ディレクトリに設定する必要があります。
• ALM プラグインは、Microsoft Windows 上でのみ実行されます。
• ALM プラグインは、 およびテスト ファイルがある場所にインストールする必要があります。

以下のソフトウェアをインストールする必要があります。

• 10.7 バージョン 64 ビット インストール（Java およびブラウザの対応するバージョンを含む）
• HP ALM 12.20、12.21、12.50、または 12.53

– HP ALM 接続、HP ALM クライアント登録
– HP ALM のクライアント側コンポーネント： HP ALM 接続、HP ALM クライアント登録

• .NET 4.5 ランタイム以降

インストール

以下の手順に従います。

1. クライアント コンピュータに .NET ランタイムがインストールされていることを確認します。
2. 以下の HP ALM のクライアント側コンポーネントをインストールします： HP ALM 接続、HP ALM クライアント登
録。

3. をインストールします。
4. LISA_HOME 環境変数を定義し、 インストールのルート ディレクトリに設定します。
5. LISA_HOME\addons\qc ディレクトリに移動し、使用しているシステム設定に合わせて以下の実行可能ファイルを実
行します。
– DevTestALMPlugin_x64.exe

6. ウィザードの手順を完了します。
DevTestConnection.properties ファイルが作成されます。

7. サービスがすべて実行されていることを確認します。

インストール後のファイル

DevTestConnection.properties ファイルは、LISA_HOME\alm-plugin ディレクトリに作成されます。

このファイルには、インストール プロセス中に入力された以下の接続情報が含まれます。
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• dt_hostname
• dt_scheme
• dt_port
• dt_coordinator
• dt_username
• dt_password_encrypted

以下のファイルは、LISA_HOME\bin ディレクトリにインストールされます。

• devtestALMPlugin.dll
• InstallationUtility.exe

以下のファイルは、LISA_HOME\doc ディレクトリにインストールされます。

• script_template.js
• script_template.vbs

ALM テストを実行すると、プラグインは LISA_HOME\alm-plugin フォルダに alm-devtest.log ファイルを生成します。

InstallationUtility コマンド ライン

プラグイン インストーラは、InstallationUtility 実行可能ファイルを使用して、プラグインを登録
し、DevTestConnection.properties ファイルを作成します。InstallationUtility 実行可能ファイルを使用して、接続情報を
変更し、DevTestConnection.properties ファイルで新しい暗号化されたパスワードを生成します。

以下のコマンドを実行して、使用情報を取得します。

C:\Program Files\CA\DevTest|bin>InstallationUtility Installation Utility Help

InstallationUtilty command <argument>

InstallationUtility  -h | --help

以下のコマンドを使用できます。

• register <ddl_name>
dll ファイルを登録します。

• deregister <dll_name>
dll ファイルの登録を解除します。

• check <dll_name>
dll ファイルの登録を確認します。

• config <options>
設定ファイルを作成または置き換えます。

以下のオプションを使用できます。

• -h、--help
ヘルプ画面を表示します。

• --user <user>
ユーザ名。設定に必要です。

• --pass <password>
パスワード。設定に必要です。

• --host <hostname>
ホスト名。設定に必要です。

• --port <port>
ポート 1505。設定に必要です。

• --protocol <HTTP | HTTPS>
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プロトコル（HTTP または HTTPS）。設定に必要です。
• --coord <coordinator>

コーディネータ。設定に必要です。ローカル コーディネータの場合、コーディネータに設定します。

DevTestConnection.properties ファイルの再作成

InstallationUtility 実行可能ファイルを使用して、接続情報を編集し、レジストリへの接続設定を再作成できます。
このプロセスでは、新しい暗号化されたパスワードを作成します。新しい暗号化されたパスワードが不要な場合
は、DevTestConnection.properties ファイルの接続情報を編集します。

NOTE
InstallationUtility 実行可能ファイルを使用して新しいファイルを生成する前に、DevTestConnection.properties
ファイルのバックアップを作成してください。

この実行可能ファイルの再作成形式は以下のとおりです。

InstallationUtility config --host localhost --user admin --pass admin --port 1505 --protocol http --coord

 Coordinator

NOTE
新しい DevTestConnection.properties ファイルを生成するには、すべての接続情報のパラメータを入力する必
要があります。

HP ALM クライアントを使用してテスト ケースを実行する

以下の図は、Application Test 上で実行する ALM クライアントから開始されているテスト ケースを示しています。テス
トは、ALM クライアントに付属する URL から取得されます。ALM テスト定義は、MAR、MAR 情報、またはテスト、設
定、およびステージング ファイルを使用して、実際の  テストにマップされます。テストは HP ALM クライアントから
実行されます。このクライアントはプラグインに  テストを実行させます。テスト結果は、HP ALM クライアントに送り
返されます。

NOTE

HP ALM では、 テスト スイートはサポートされていません。
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テストの実行方法の詳細については、「HP Quality Center での DevTest テストの実行」を参照してください。

SAP システム ランドスケープ ディレクトリのセットアップ
このページでは、Service Virtualization に対して SAP システム ランドスケープ ディレクトリ（SLD）をセットアップす
る方法について説明します。

以下の手順に従います。

1. SLD サーバ用の以下の情報を取得します。
– ホスト
– ポート
– ユーザ
– パスワード

2. システム ランドスケープ ディレクトリにログオンします。

NOTE
このタスクを実行するには、LcrInstanceWriterLD ロールが必要です。

3. 以下のいずれかの操作を実行します。
– SLD への DevTest の手動登録
– DevTest SLD XML ファイルのインポート
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SLD への DevTest の手動登録
このページでは、SAP システム ランドスケープ ディレクトリ（SLD）に手動で  を登録する方法について説明します。
この手順では、製品の名前/バージョンおよびソフトウェア コンポーネントの名前/バージョンをSLD ソフトウェア カタ
ログ内に作成します。

以下の手順に従います。

1. SLD ソフトウェア カタログで、［Products］-［New Product Version］を選択します。
2. ［Product Name］フィールドに、「CA LISA SV」と入力します。
3. ［Vendor Name］フィールドに、「CA Technologies」と入力します。
4. ［Product Version］フィールドに、バージョン番号（「V9.5」など）を入力します。
5. ［作成］をクリックします。
6. ［Technical Name］フィールドに、「CA LISA SV」と入力します。
7. ［Software Component Name］フィールドに、「CA LISA」と入力します。
8. ［Software Component Version］フィールドに、バージョン番号（「V9.5」など）を入力します。
9. ［Production State］フィールドに、「released」と入力します。
10.［作成］をクリックします。

DevTest SLD XML ファイルのインポート
このページでは、 SLD XML ファイルのインポートにより、SAP システム ランドスケープ ディレクトリ（SLD）をセッ
トアップする方法について説明します。

以下の手順に従います。

1. SLD ソフトウェア カタログで、［Administration］-［Content］-［Import］を選択します。
2. ［Selected File］フィールドに、提供された SLD データ ZIP ファイルのパスを入力します。
このファイルは、LISA_HOME\addons\sap\CALISA.xml にあります

3. ［Import Selected File］をクリックします。

 

をインストールした後に、以下のパスを参照します。

• デフォルト インストール パス： C:\lisa\bin\
• デフォルト ログ ファイル パス： C:\Users\<ユーザ ID>\lisatmp_<バージョン番号>
各ログ ファイルおよびその意味の詳細については、「ログ記録」を参照してください。
ログ ファイルはすべて人間が理解できます。

• デフォルト設定ファイル パス： C:\LISA_HOME\
• デフォルト設定ファイル： lisa.properties および local.properties
ログ ファイル内のプロパティ ファイルおよび設定値の順序の詳細については、「プロパティ」を参照してください。
プロパティ ファイルはすべて人間が理解できる、「java 名 = 値」形式のエントリです。

Agile Central の設定
Agile Central と  を統合し、Agile Central で  テストとテスト ケースの結果を表示および管理します。

と Agile Central を対話させるには、API キーを作成する必要があります。API キーは、site.properties ファイルと呼ば
れる  設定ファイル内のプロパティとして格納されます。

API キーを作成する前に、 ソリューションと統合する Agile Central ワークスペースのエディタ権限があることを確
認します。また、このワークスペースがデフォルトのワークスペースとして設定されていることも確認します。［My
Settings］を選択し、［プロファイル］ページを表示して自身の権限およびデフォルト ワークスペースを確認します。
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以下の手順に従います。

1. https://rally1.rallydev.com/login/accounts/index.html#/apps に移動します。

NOTE

このページにアクセスするには、Agile Central にログインする必要があります。
2. ［API Keys］タブをクリックします。
3. ［Create New API Key］を選択します。
4. キーの名前または説明を入力します。
5. ［Full Access］を選択します。
6. ［Create］をクリックします。 
キーが生成されます。

7. site.properties ファイルの rally.api.key プロパティの値としてキーを入力します。
8. （オプション）プロキシを経由した Agile Central への接続を設定するには、以下のプロパティを site.properties
ファイルで設定します。
– rally.proxy.host
– rally.proxy.port
– rally.proxy.username
– rally.proxy.password
ユーザ名に円記号が含まれている場合は、ユーザ名に二重の円記号（\\）を使用します。
site.properties ファイルの更新の詳細については、「カスタム プロパティ ファイル」を参照してください。

でテストを作成する場合、テスト ケースの名前が Agile Central のテスト ケースの名前と一致する必要があります。た
だし、テスト ケースのプレフィックスの後のコロンを削除し、スペースを消してダッシュと置き換える必要がありま
す。たとえば、Agile Central でテスト ケースの名前が TC1255: Inventory_lookupVIN の場合、 でのテスト ケース名は
TC1255-Inventory_lookupVIN.tst である必要があります。

また、Agile Central レポート ジェネレータをステージング ドキュメントに追加する必要があります。ステージング ド
キュメントには、少なくとも他の 1 つのレポート ジェネレータ タイプ（デフォルトのレポート ジェネレータなど）を含
める必要があります。デフォルトのレポート ジェネレータを Agile Central レポート ジェネレータに置き換えないでくだ
さい。

NOTE
レジストリとシミュレータの vmoptions ファイルを -Dhttps.protocols=TLSv1,TLSv1.1,TLSv1.2 で更新しま
す。サポートされているプロトコルの詳細については、 「SSL/TLS プロトコルの設定」を参照してください。

サイレント インストールによる DevTest Solutions のインストール
サイレント インストールにより、入力操作が不要な無人インストールが可能になります。複数のコンピュータで同様の
インストールを実行する場合は、サイレント インストールを使用します。

DevTest Solutions は install4j 9.0.2 を使用します。

Windows でのサイレント インストールの実行方法

1. install4j ドキュメントを参照して、無人インストールの詳細を確認します。
2. response.varfile で使用するインストール オプションについては、 のインストール手順を参照してください。
3. 以下のいずれかの操作を実行します。

– DevTest Solutions をインストールし、LISA_HOME\install4j\response.varfile にある応答ファイルを見つけ
ます。このファイルを、後で取得できる場所に格納します。 が別のシステムにインストールされている場合
は、response.varfile がサイレント インストール プロセスに使用されます。

– 以下の例を参考に response.varfile を作成し、必要に応じて値を変更します。
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NOTE

response.varfile で lisaDataDir を指定しない場合、データ ディレクトリはインストール ディレクトリと
同じと見なします。

4. サイレント インストールを開始するために、以下のコマンドを実行します（この例は Windows システムを前提とし
ています）。

 devtest_win_x86.exe –q –varfile response.varfile
 

Linux でのサイレント インストールの実行方法

1. install4j ドキュメントを参照して、無人インストールの詳細を確認します。
2. response.varfile で使用するインストール オプションについては、ldt のインストール手順を参照してください。
3. Linux システム上に  を手動でインストールします。以下の手順では、インストーラとデモ サーバが /home/user123/

DevTest にあり、 が /opt/CA/DevTest にインストールされていると仮定します。
4. /opt/CA/DevTest/.install4j フォルダに移動し、response.varfile を新しい仮想マシンにコピーします。
5. 新しい Linux 仮想マシン上で、/home/user123/DevTest に移動します。response.varfile、devtest_linux_x64.sh、お
よび DevTestDemoServer.zip ファイルはこのディレクトリにあります。また、devtest_linux_x64.sh ファイルには実
行権限が必要です（chmod +x devtest_linux_x64.sh）。

6. /home/user123/DevTest ディレクトリで以下のコマンドを実行して、 をサイレント インストールします。
 ./devtest_linux_x64.sh -q -varfile response.varfile
 

OS x でのサイレント インストールの実行方法

1. install4j ドキュメントを参照して、無人インストールの詳細を確認します。
2. response.varfile で使用するインストール オプションについては、 のインストール手順を参照してください。
3. OS X システムに  を手動でインストールします。以下の手順では、インストーラとデモ サーバが  /user.home/

Downloads にあり、 が /Applications/CA/DevTest にインストールされていると仮定します。
4. /Applications/CA/DevTest/.install4j フォルダに移動し、response.varfile を新しい OS X マシンにコピーします。
5. 新しい OS X マシンの /Users/user123/DevTest に移動します。response.varfile、devtest_osx_x64.dmg、および

DevTestDemoServer.zip ファイルはこのディレクトリにあります。
6. /Users/user123/DevTest ディレクトリで以下のコマンドを実行して、 のサイレント インストールを行います。

  hdiutil attach devtest_osx_x64.dmg
 /Volumes/DevTest/DevTest\ Solutions\ Installer.app/Contents/MacOS/
JavaApplicationStub -q -varfile response.varfile
 hdiutil detach /Volumes/DevTest
 
 

サンプル応答ファイル（Windows）
# install4j response file for DevTest Solutions 10.4.1 (build 0.0.0.0)

autostartServices$Boolean=false

caAgreementChoice=2

createDesktopLinkAction$Boolean=true

installDemoServer=No

installEnterpriseDashboard=Yes

installServer=Yes

installServices$Boolean=true

installWorkstation=Yes
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# If installing SERVER COMPONENTS, we strongly recommend that the lisaDataDir is BLANK or is the same as the

 install directory.

# If installing WORKSTATION ONLY, the lisaDataDir is used to define the data directory location. 

# When an administrator is installing WORKSTATION ONLY on behalf of another user, it is recommended to

 use %userprofile%\\DevTest or ~/DevTest. Note, the end user needs to have write permission for the data

 directory.

# Workstation data directory components: _local.properties, logging.properties, de-identify.xml, hotdeploy,

 library for customizations, projects with assets, example folders

lisaDataDir=

serviceAccount=system

serviceAccountName=S-1-5-18

serviceAccountPassword=

steAssociation$Boolean=true

stgAssociation$Boolean=true

sys.adminRights$Boolean=true

sys.installationDir=C\:\\Program Files\\CA\\DevTest

sys.languageId=en

sys.programGroupAllUsers$Boolean=true

sys.programGroupDisabled$Boolean=false

sys.programGroupName=DevTest Solutions

tstAssociation$Boolean=true

vsiAssociation$Boolean=true

vsmAssociation$Boolean=true

## ==============================================

## IAM variables:

##  'sys.component.38273$Boolean'

##   Possibles values:

##   - true: indicates install Identity Access Manager

##   - false: indicates does not install Identity Access Manager

## The following variables are only valid if 'sys.component.38273$Boolean' is 'true'

##  'dbType$Integer'

##   Possibles values:

##   - 0: EMBEDDED

##   - 1: DB2, DB2 is not supported from 10.7

##   - 2: Microsoft SQL Server

##   - 3: MySQL

##   - 4: Oracle

##   - 5: PostgresSQL

##  'dbHost': The database host name

##  'dbPort$Long': The database port number

##  'dbName': The database name

##  'dbUsername': The username of the user with rights on the database

##  'dbPassword': The password of the user with rights on the database

##  'driverPath': The full path of the Jar with the DB Driver

## The following variables is only valid if 'sys.component.38273$Boolean' is 'false'

##  'iamServerUrl': it is the full URL of the exiting IAM as: https:[HOSTNAME]:51111/auth

## ==============================================

sys.component.38273$Boolean=true

dbType$Integer=2

dbHost=norto02N230940

dbPort$Long=1433

dbName=keycloak

dbUsername=sa
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dbPassword=interOP@123

driverPath=C\:\\drivers\\MSSQL\\sqljdbc4-4.0.jar

plaCompanyDomain=company.com

plaEnterpriseSiteId=1234

plaInternalIdentifier=Cost Center

plaProxyPassword.encoded=r56MjIiQjZs\=

plaProxyUri=https\://myproxy.company.com

plaProxyUsed=true

plaProxyUsername=DevTestUser

plaUsed=true

サンプル応答ファイル（Linux）
# DevTest Local Install

sys.adminRights$Boolean=true

sys.programGroupDisabled$Boolean=false

installServer=Yes

installWorkstation=Yes

createDesktopLinkAction$Boolean=true

installEnterpriseDashboard=Yes

sys.languageId=en

caAgreementChoice=2

sys.installationDir=/opt/CA/DevTest

sys.symlinkDir=/usr/local/bin

installationType$Integer=0

installDemoServer=Yes

demoServerZipFile=/home/user123/DevTest/DevTestDemoServer.zip

## ==============================================

## IAM variables:

##  'sys.component.38273$Boolean'

##   Possibles values:

##   - true: indicates install Identity Access Manager

##   - false: indicates does not install Identity Access Manager

## The following variables are only valid if 'sys.component.38273$Boolean' is 'true'

##  'dbType$Integer'

##   Possibles values:

##   - 0: EMBEDDED

##   - 1: DB2, DB2 is not supported from 10.7

##   - 2: Microsoft SQL Server

##   - 3: MySQL

##   - 4: Oracle

##   - 5: PostgresSQL

##  'dbHost': The database host name

##  'dbPort$Long': The database port number

##  'dbName': The database name

##  'dbUsername': The username of the user with rights on the database

##  'dbPassword': The password of the user with rights on the database

##  'driverPath': The full path of the Jar with the DB Driver

## The following variables is only valid if 'sys.component.38273$Boolean' is 'false'

##  'iamServerUrl': it is the full URL of the exiting IAM as: https:[HOSTNAME]:51111/auth

## ==============================================

sys.component.38273$Boolean=true

dbType$Integer=2
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dbHost=norto02N230940

dbPort$Long=1433

dbName=keycloak

dbUsername=sa

dbPassword=interOP@123

driverPath=C\:\\drivers\\MSSQL\\sqljdbc4-4.0.jar

plaCompanyDomain=company.com

plaEnterpriseSiteId=1234

plaInternalIdentifier=Cost Center

plaProxyPassword.encoded=r56MjIiQjZs\=

plaProxyUri=https\://myproxy.company.com

plaProxyUsed=true

plaProxyUsername=DevTestUser

plaUsed=true

 

DevTest と Docker Compose
DevTest Solutions コンポーネントはコンテナ化されているので、CI/CD パイプライン内のコンテナの管理に役立ちま
す。

このセクションでは、お使いの環境に Docker コンテナをセットアップするために必要な要件について説明します。

NOTE
Docker Compose を使用して、単一のノードにすべての DevTest コンテナを展開できます。単一のコマンド
を使用して、すべてのサービスを作成および開始できます。さらに、所定のスクリプトに用意されているオプ
ションを使用すると、複数のコーディネータやシミュレータ、VSE などさまざまな方法で DevTest Solutions
を展開できます。

Artifacts

DevTest Docker イメージは、sv-docker.packages.broadcom.com/sv でホストされます。

このスクリプトを実行する前に、Bintray プライベート レジストリに対する認証情報が必要です。認証情報については、
サポートにお問い合わせください。

イメージ名 イメージの場所

Config-server sv-docker.packages.broadcom.com/sv/config-server

Iaam sv-docker.packages.broadcom.com/sv/iaam

LISA （レジストリ、コーディネータ、シミュレータ、VSE） sv-docker.packages.broadcom.com/sv/lisa

ポータル sv-docker.packages.broadcom.com/sv/portal

Virtual Service Catalog sv-docker.packages.broadcom.com/sv/virtual-service-catalog

Docker コンテナのサイジング

Docker イメージのサイズ

Docker イメージ名 イメージ サイズ

config-server 625 MB

iaam 1.27 GB
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Docker イメージ名 イメージ サイズ

lisa 2.6 GB

portal 2.2 GB

virtual-service-catalog 993 MB

Docker イメージの RAM 使用率

コンテナ名 コンテナ RAM サイズ

config-server 225 MB

iaam 1024 MB

レジストリ 2048 MB

コーディネータ 512 MB

シミュレータ 512 MB

VSE 512 MB

ポータル 2048 MB

Virtual Service Catalog 512 MB

前提条件

ソフトウェアおよびハードウェアの要件

以下のハードウェア要件に従って、ターゲット マシンが DevTest コンテナの実行に適していることを確認します。

• 既知の互換性のあるプラットフォーム： Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.2、CentOS 7+、Ubuntu
• メモリ（RAM）： 単一の VSE/コーディネータ/シミュレータでは 16 GB、複数の VSE/コーディネータ/シミュレータ
では 24 GB

• プロセッサ： 8 コア
• ハード ディスク： インストール ディレクトリで 50 GB 以上が使用可能

ターゲット マシンには、以下のソフトウェアが必要です。

• Docker 20.10 以降
• Docker-Compose 21.1 以降
• curl と shuf

また、オンプレミスのエンタープライズ ダッシュボードも別途インストールする必要があります。

DevTest Docker コンテナの実行

1 台のマシンで DevTest コンテナを実行するには、以下の手順に従います。

1. 次の URL にアクセスし、有効な認証情報を入力して Broadcom ソフトウェアをダウンロードします。https://
support.broadcom.com/download-center/download-center.html

2. 検索バーに「Service Virtualization」と入力し、［SERVICE VIRTUALIZATION］タイルをクリックします。
3. 目的のバージョンの Service Virtualization SKU の隣にある［鍵］アイコンをクリックします。
以下のスクリーンショットは、DevTest 10.7 インストーラの例を示しています。
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4. Docker-compose インストーラをダウンロードします。
以下のスクリーンショットは、DevTest 10.7 インストーラの例を示しています。

5. ダウンロードした tar ファイルをターゲット マシンにコピーします。
6. 以下のコマンドを実行して、tar ファイルを解凍します。

tar zxf <tar name>.tar

7. curl、realpath、shuf、および firewall-cmd （Linux のみ）をインストールします。
CentOS：
yum install -y curl firewall-cmd

Ubuntu：
sudo apt-get install firewalld curl

Linux マシンには、shuf および curl は通常すでにインストールされています。
8. インストール ディレクトリに移動します。

cd cadevtest-docker-installer

9. 以下のコマンドを実行して、Docker ベースのインストール スクリプトをセットアップします。
chmod +x *.sh

10.以下のコマンドを実行して、ユーザおよびグループ devtest を作成し、その際 UID および GID を 1010 にします。
RHEL/CentOS：
sudo groupadd --gid 1010 devtest

sudo adduser --uid 1010 --gid 1010 devtest

Ubuntu：
sudo groupadd --gid 1010 devtest

sudo adduser --uid 1010 --gid 1010 --disabled-password --gecos "devtest" devtest

11.（オプション） config フォルダ内の properties ファイルで、必要に応じてデフォルト値を更新します。
cd config ls

12.所定の認証情報を使用して、Service Virtualization プライベート レジストリにログインします。
docker login sv-docker.packages.broadcom.com -u  <user_email> -p <access_token>

以下のスクリーンショットは、DevTest 10.7 インストーラの例を示しています。
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NOTE
このトークンは 6 か月間有効です。

13.（オプション）以下のコマンドを実行して、IAAM をコンテナとして使用します。
./installIAAMDocker.sh

次に、IAAM_URL をコピーし、オンプレミスの DevTest インストールの dradis.properties に配置します。
iam.server.url=https://<IAAM_HOST_NAME/IAAM_HOST_IP>:<IAAM_HTTPS_PORT>/auth

NOTE
IAAM とエンタープライズ ダッシュボードがオンプレミス環境で実行している場合、IAAM とエンタープラ
イズ ダッシュボード URL の詳細を収集します。

14.必須のエンタープライズ ダッシュボード URL と IAAM URL およびその他のオプションの引数を含めて、インストー
ル スクリプトを実行します。
root ユーザ：
./installSVDocker.sh [OPTIONS]

root 以外のユーザ：
sudo ./installSVDocker.sh [OPTIONS]

インストール スクリプト オプション

必要なオプション：

オプション 説明

-d または --external-ed-url 外部エンタープライズ ダッシュボード URL を指定します。

-I または --iaam-url IAAM URL を指定します

引数のないオプション：

オプション 説明

-v インストーラのバージョンを表示します。

-u DevTest コンテナを停止し、削除します。

-r ホスト マシンからすべてのボリューム マウント ディレクトリを
削除します。

-g 最新のイメージを取得し、DevTest コンテナを実行します。
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オプション 説明

-s DevTest コンポーネントの SSL モードを有効にします。

複数のコーディネータ/シミュレータ/VSE をインストールするためのオプション：

オプション 説明

--vses または -v VSE の数を指定します。

--coordinators または -C コーディネータの数を指定します。

--simulators または -S シミュレータの数を指定します。

--vse-port-range または -R 仮想サービスの記録または提供を開始するための VSE ポート範
囲を指定します。

SSL オプション：

オプション 説明

--lisa-keystore-path または -l レジストリ キーストア パスを指定します。

--lisa-keystore-password または -L レジストリ キーストア パスワードを指定します。

--portal-keystore-path または -p ポータル キーストア パスを指定します。

--portal-keystore-password または -P ポータル キーストア パスワードを指定します。

SSL を有効にしている場合に、SSL オプションを使用しないと、デフォルトのキーストアとパスワードが使用されま
す。キーストア パスにスペースを含める場合は、そのパスを二重引用符で囲みます。

ワークステーションを SSL レジストリに接続

カスタム証明書が使用されている場合、すべての証明書をトラストストアにエクスポートする必要があります。トラスト
ストアはワークステーション マシンで使用する必要があります。ワークステーションが存在する場所で、以下のプロパ
ティを更新する必要があります。

lisa.net.trustStore=<Truststore Path>

lisa.net.trustStore.password=<Truststore password>

インストール スクリプトの例

NOTE

IAAM がコンテナまたはオンプレミスとしてすでに稼働している場合、以下の例のように外部 IAAM_URL また
はコンテナ IAAM_URL を指定できます。

よく使用されるインストール コマンドの例をいくつか以下に示します。

以下のコマンドは、すべての DevTest コンテナを実行します。イメージがローカルに存在する必要があります。

./installSVDocker.sh -d <external enterprise dashboard URL> -i <IAAM url>

以下のコマンドはどちらも、3 つの VSE、1 つのコーディネータ、および 2 つのシミュレータですべての DevTest コン
テナを実行します。

./installSVDocker.sh -d <external enterprise dashboard url> -i <IAAM url> -V 3 -C 1 -S 2

./installSVDocker.sh -d <external enterprise dashboard url> -i <IAAM url> --vses 3 --coordinators 1 --

simulators 2
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これらのコマンドでは、1 番目、2 番目、および 3 番目の VSE のポート範囲はそれぞれ 20000 ～ 20049、20050 ～
20099、および 20100 ～ 20149 です。デフォルトでは、1 番目の VSE、コーディネータ、およびシミュレータは、ポー
ト 2013、2011、および 2014 上で開始されます。それ以外のものは、ランダム ポート上で開始されます。

デフォルトでは、20000 ～ 20049 の範囲の VSE レコーディング ポート番号が公開されます。この範囲を変更するに
は、-R オプションを使用します。複数の VSE を使用している場合、ポート範囲は VSE ごとに異なり、その範囲は
ports.env ファイルにある VSE_PORT_RANGE、VSE1_PORT_RANGE、VSE2_PORT_RANGE などの変数で確認でき
ます。

ポータルでは、ユーザは仮想サービスを記録または展開している際に、この定義した範囲からのみポートを手動で選択で
きます。

以下のコマンドはどちらも、3 つの VSE、1 つのコーディネータ、および 2 つのシミュレータですべての DevTest コン
テナを実行します。仮想サービスを記録および提供するためのカスタム VSE ポート番号の範囲が用意されています。

./installSVDocker.sh -d <external enterprise dashboard url> -i <IAAM url> -V 3 -C 1 -S 2 -R 10000-10049

./installSVDocker.sh -d <external enterprise dashboard url> -i <IAAM url> --vses 3 --coordinators 1 --

simulators 2 --vse-port-range 10000-10049

これらのコマンドでは、1 番目、2 番目、および 3 番目の VSE のポート範囲はそれぞれ 10000 ～ 10049、10050 ～
10099、および 10100 ～ 10149 です。デフォルトでは、1 番目の VSE、コーディネータ、およびシミュレータは、ポー
ト 2013、2011、および 2014 上で開始されます。それ以外のものは、ランダム ポート上で開始されます。

以下のコマンドはコンテナを実行し、DevTest コンポーネントの SSL モードを有効にします。

デフォルト キーストアの使用：

./installSVDocker.sh -s -d <external enterprise dashboard url> <IAAM url>

カスタム キーストアの使用：

./installSVDocker.sh -s --external-ed-url <external enterprise dashboard url> -i <IAAM url> --lisa-keystore-

path "<path ofkeystore>" --lisa-keystore-password <password> --portal-keystore-path "<path of keystore>" --

portal-keystore-password <password>

./installSVDocker.sh -s -d <external enterprise dashboard url> -i <IAAM url> -l "<path of keystore>" -L

 <password> -p "<path of keystore>" -P <password>

以下のコマンドは、ホスト マシンからすべての DevTest コンテナおよびボリューム マウント ディレクトリを停止し、削
除します。

.installSVDocker.sh -ur

以下のコマンドは、すべての DevTest コンテナを停止し、削除します。

./installSVDocker.sh -u

以下のコマンドは、ホスト マシンからすべてのボリューム マウント ディレクトリを削除します。

./installSVDocker.sh -r

-r オプションは、コンテナが実行されていない場合にのみ機能します。

インストーラのバージョンを確認するには、以下のコマンドを使用します。

./installSVDocker.sh -v

IAAM の外部データベースの設定

IAAM を設定してデフォルトの H2 以外のデータベースを使用するには、以下の手順に従います。
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• データベースに固有の JDBC jar ファイルを <install-path>/iam/drivers/ フォルダに追加します。
• インストーラ フォルダにある config/iam.properties ファイルでデータベース プロパティのコメント化を解除
し、更新します。

以下のコマンドは、必要なドライバを追加し、properties ファイルを開いて編集する方法を示しています。

mkdir -p iam/drivers/

cp <db-driver-path> <installer-dir>/iam/drivers/

vi config/iam.properties

レジストリに関する外部データベースの設定

デフォルトの Apache Derby 以外のデータベースを使用するようにレジストリを設定するには、以下の手順に従います。

• データベースに固有の JDBC jar ファイルを <install-path>/lisa/drivers/ フォルダに追加します。
• インストーラ フォルダにある config/site.properties ファイルでデータベース プロパティのコメント化を解除
し、更新します。

以下のコマンドは、必要なドライバを追加し、properties ファイルを開いて編集する方法を示しています。

mkdir -p lisa/drivers/

cp db-driver-path installer-dir/lisa/drivers/

vi config/site.properties
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VSE/コーディネータ/シミュレータの制限の設定

デフォルトでは、VSE、コーディネータ、およびシミュレータの数が 10 個に制限されています。この値は、使用可能な
リソースをさらに確保できる限り、変更できます。インストーラ ディレクトリにある limits.env ファイルを以下のように
変更します。

vi limits.env

ファイル内の以下のプロパティを以下のように変更します。

VSE_LIMIT=10

COORDINATOR_LIMIT=10

SIMULATOR_LIMIT=10
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ポート番号の設定

インストーラ ディレクトリにある ports.env ファイルを使用して、デフォルト ポートの値を以下のように変更します。

vi ports.env

パフォーマンス VSE の設定

パフォーマンス VSE を設定するには、インストール ディレクトリに移動して、 .env  ファイルを編集し、vse の
VSE_JAVA_OPTS または vse1 の VSE1_JAVA_OPTS を更新します。
VSE_JAVA_OPTS="${VSE_DEBUG_OPTS} -Dlisa.vse.performance.enabled=true"

VSE1_JAVA_OPTS="${VSE1_DEBUG_OPTS} -Dlisa.vse.performance.enabled=true"

コンテナの確認と管理

スクリプトを実行すると、そのプロセスのステータスに関する有用な情報が提供されます。
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以下のコマンドを使用して、状況や動作を確認したり、コンテナを管理したりします。

以下のコマンドを実行して、すべてのコンテナが実行されていることを確認します。

docker ps -a

8 個のコンテナが実行されている必要があります。

以下のコマンドを実行して、任意のコンテナのログを確認します。

docker logs <container-name> -f

以下のコマンドを実行して、任意のコンテナにログインします。

docker exec -it <container-name> /bin/bash

以下のコマンドを実行して、任意のコンテナを再起動します。

docker restart <container-name>

プロパティ ファイルに変更を加えたら、コンテナを再起動する必要があります。

以下のコマンドを実行して、任意のコンテナを停止します。

docker stop <container-name>

以下のコマンドを実行して、任意のコンテナを起動します。

docker start <container-name>
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トラブルシューティング

「ERROR: Failed to Setup IP tables: Unable to enable SKIP DNAT rule: （エラー： IP テーブルのセットアップに失敗し
ました。SKIP DNAT ルールを有効にできません）」が表示された場合は、以下のコマンドを実行します。

systemctl restart docker

devtest ユーザがシステムにすでに存在し、その UID が 1010 以外である場合は、既存の devtest ユーザを削除し、GID
および UID を 1010 にして再度作成します。

ホスト マシンで、UID または GID が 1010 のユーザまたはグループがすでに存在する場合、インストールは失敗しま
す。パッチについては、サポートにお問い合わせください。

Nodeports を使用した DevTest Docker for Kubernetes
DevTest Solutions コンポーネントは、Kubernetes を使用してコンテナ化および調整されるため、CI/CD パイプラインで
コンテナを容易に使用できるようになります。

NOTE
この機能を問題なく使用するには、Kubernetes、クラスタ セットアップ、およびその設定詳細のコアとなる知
識を習得しておく必要があります。以下の手順では、Kubernetes に DevTest Solutions コンテナを展開する方
法のみを示します。Kubernetes クラスタ セットアップについては説明しません。

このセクションでは、お使いの環境に Docker コンテナをセットアップする要件について説明します。

前提条件

NOTE
helm チャートを展開するユーザは、ネームスペース内にロールおよび RoleBinding を作成する権限が必要で
す。

ソフトウェアおよびハードウェアの要件

既知の互換性のあるプラットフォーム： Docker をサポートする任意の Linux 環境。

DevTest Docker コンテナには、以下のソフトウェアが必要です。

• Docker 20.10
Docker バージョンを確認するには、コマンド kubectl version を使用します。

• Kubernetes 1.21
Kubernetes クラスタ バージョンを確認するには、コマンド kubectl get nodes -o wide を使用します。

• Helm 2.17.0
Helm バージョンを確認するには、コマンド helm version を使用します。

Kubernetes 環境に DevTest を展開するには、以下のセットアップが必要です。

• クラスタ セットアップ（管理対象または管理対象外）。
• RBAC はクラスタ上で有効になっている必要があります。
ロールおよびロール バインディングを作成する権限がない場合、DevTest 展開は失敗し、エラーをスローします。

• エンタープライズ ダッシュボード/IAAM は、オンプレミスまたはクラウド VM インスタンスで実行している必要があ
ります。たとえば、EC2 for AWS や Compute for GCP などがあり、Kubernetes クラスタへの接続をセットアップす
る必要があります。
ED と IAAM をインストールするときにローカル ネットワークから接続していない場合や IP アドレスを使用する予定
の場合は、インストールに必ず FQDN を使用してください
Kubernetes クラスタから ED および IAM への接続をテストするには、いずれかの Kubernetes クラスタ ノード内に
移動し、ED/IAAM URL に curl を実行します。
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IAM TEST:

curl -X GET -H "Authorization: Basic XXXXXXXXXXXXX" -H "Cache-Control: no-cache" "https://<iaam_FQDN/

IP>:51111/auth"

 

ED Test:

curl -X GET -H "Authorization: Basic XXXXXXXXXXXXX" -H "Cache-Control: no-cache" "http(s)://

<enterprise_dashboard_FQDN/ip>:<enterprise_dashboard_port>:

• デフォルトでは、すべての Kubernetes （k8s）サービスが NodePorts として公開されます。ワーカー ノードで
NodePorts として公開されているすべてのポートが使用可能であることを確認してください。Kubernetes クラスタで
使用可能なデフォルト ポート範囲は 30000 〜 32767 です。
さまざまな DevTest コンポーネントのデフォルト ポートについては、「デフォルト ポート番号」を参照してくださ
い。Kubernetes ポート：

説明 プロトコル ポート範囲 ソース タイプ

レジストリ TCP 32010 0.0.0.0/0 カスタム TCP ルール

レジストリ TCP 32010 ::/0 カスタム TCP ルール

ロード バランサから TCP 32225 カスタム TCP ルール

ノードの通信を許可 すべて すべて すべてのトラフィック

ワーカー Kubernetes を
許可

TCP 1025-65535 カスタム TCP ルール

レジストリ データベー
ス

TCP 30484 0.0.0.0/0 カスタム TCP ルール

レジストリ データベー
ス

TCP 30484 ::/0 カスタム TCP ルール

すべてのポッドが実行
中....

TCP 443 HTTPS

ロード バランサから TCP 32366 カスタム TCP ルール

ロード バランサから TCP 32761 カスタム TCP ルール

以下のコマンドを使用して、使用しているポートが使用可能かどうかを確認します。
kubectl get svc --all-namespaces

• ワークステーションはレジストリ データベースに接続し、テスト スイートのデータを格納します。レジストリ デー
タベースはワークステーション マシンからアクセスできる必要があります。
データベース ドライバ JAR ファイルの場所とバージョンを確認するには、［データベース マトリックス］を確認し
ます。

NOTE
MSSQL、PostgreSQL、DB2、および Oracle Database ドライバはすでにレジストリ イメージの一部です。

• Kubernetes クラスタは、4 コア CPU、32 GB RAM、200 GB の DevTest 専用ディスク領域が必要です。
以下のコマンドを使用して、Kubernetes クラスタに必要な CPU、メモリ、およびディスク容量があるかどうかを確
認します。
kubectl describe nodes

クラスタ セットアップで環境を設定するには、Kubernetes および Helm のドキュメントを参照してください。
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Artifacts

Docker イメージ

DevTest Docker イメージは、sv-docker.packages.broadcom.com/sv でホストされます。Docker イメージにアクセスす
るには、custom-values.yaml ファイルに記載されているユーザ名および API キーを使用します。

イメージ名 イメージの場所

Config-server sv-docker.packages.broadcom.com/sv/config-server

LISA （レジストリ、コーディネータ、シミュレータ、VSE） sv-docker.packages.broadcom.com/sv/lisa

ポータル sv-docker.packages.broadcom.com/sv/portal

Virtual Service Catalog sv-docker.packages.broadcom.com/sv/virtual-service-catalog

Docker コンテナのサイジング

ハードウェア要件

• CPU： 4 コア以上
• RAM： 32 GB 以上
• ディスク容量： 200 GB 以上
• プラットフォーム： Docker をサポートする任意の Linux 環境

Docker イメージのサイズ

Docker イメージ名 イメージ サイズ

config-server 625 MB

lisa 2.6 GB

portal 2.2 GB

virtual-service-catalog 993 MB

Docker イメージの RAM 使用率

コンテナ名 コンテナ RAM サイズ

config-server 225 MB

レジストリ 2048 MB

コーディネータ 512 MB

シミュレータ 512 MB

VSE 512 MB

ポータル 2048 MB

Virtual Service Catalog 512 MB

Kubernetes および helm チャート

DevTest Solutions では、helm チャートを使用した Docker イメージの展開がサポートされています。このチャートに
は、必要なすべての Kubernetes リソースとテンプレート custom-values.yaml ファイルが含まれています。このファイ
ルは、お使いの環境に応じて変更できます。
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事前構築済みのイメージを使用するには、以下の手順に従います。

1. 次の URL にアクセスし、有効な認証情報を入力して Broadcom ソフトウェアをダウンロードします。https://
support.broadcom.com/download-center/download-center.html

2. 検索バーに「Service Virtualization」と入力し、［SERVICE VIRTUALIZATION］タイルをクリックします。
3. 目的のバージョンの Service Virtualization SKU の隣にある［鍵］アイコンをクリックします。
以下のスクリーンショットは、DevTest 10.7 インストーラの例を示しています。

4. DevTest Kubernetes NodePorts インストーラをダウンロードします。
以下のスクリーンショットは、DevTest 10.7 インストーラの例を示しています。

5. インストーラを解凍します。以下のファイルが表示されます。
以下のスクリーンショットは、DevTest 10.7 インストーラの例を示しています。

6. custom-values-nonSSL-Template.yaml ファイルのコピーを、custom-values.yml という名前で作成します。前の
手順で説明したように、ユーザ名とパスワードをそれぞれユーザ メール ID とアクセス トークンで更新します。以下
の例のサンプル custom-values.yml を参照してください。
# DevTest Service Account

serviceAccount:

  enabled: true
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  name: devtest

 

imageCredentials:

  secretName: servicevirtual-cred

  registry: sv-docker.packages.broadcom.com

  username: <customer_name>

  password: <access_token>

 

config-server:

  enabled: true

  fullnameOverride: <release_name>-config-server

  image:

    repository: sv-docker.packages.broadcom.com/sv/config-server

    pullPolicy: IfNotPresent

    tag: latest

 

registry:

  enabled: true

  fullnameOverride: <release_name>-registry

  databaseDriver: db-driver

  dataFileConfigMap: data-files

  storage:

    requestSizeForProjects: 2Gi

    storageClassNameForProjects: ""

  image:

    repository: sv-docker.packages.broadcom.com/sv/lisa

    pullPolicy: IfNotPresent

    tag: latest

  container:

    env:

      IAAM_URL: "https://<iaam_FQDN/IP>:51111/auth"

      ENTERPRISE_DASHBOARD_SERVICE_NAME: "<enterprise_dashboard_FQDN/ip>"

      ENTERPRISE_DASHBOARD_SERVICE_PORT: <enterprise_dashboard_port>

      CONFIG_SERVER_URL: "http://<release_name>-config-server:8888"

      REGISTRY_POD_PORT: 32020

      REGISTRY_NAME: "Registry"

      REGISTRY_URL: "tcp://<k8s_node_ip>:32020/$(REGISTRY_NAME)"

      EXTRA_JAVA_OPTS: "-Dlisa.webserver.port=32025 -Dlisadb.internal.port=32030 -

Dlisa.threadDump.generate=false -Dlisadb.pool.common.url=jdbc:derby://<k8s_node_ip>:32030/

database/lisa.db;create=true -Dlisadb.pool.common.driverClass=org.apache.derby.jdbc.ClientDriver -

Dlisadb.pool.common.user=rpt -Dlisadb.pool.common.password=rpt -Dlisadb.reporting.poolName=common"

  service:

    type: NodePort

    registryPort: 32020

    registryNodePort: 32020

    invokePort: 32025

    invokeNodePort: 32025

    dbPort: 32030

    dbNodePort: 32030

 

coordinator:

  enabled: true

  fullnameOverride: <release_name>-coordinator
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  databaseDriver: db-driver

  dataFileConfigMap: data-files

  registry:

    fullName: <release_name>-registry

  image:

    repository: sv-docker.packages.broadcom.com/sv/lisa

    pullPolicy: IfNotPresent

    tag: latest

  container:

    port: 32035

    env:

      JAVA_OPTS: "-Dlisa.threadDump.generate=false -Dlisadb.pool.common.url=jdbc:derby://

<k8s_node_ip>:32030/database/lisa.db -Dlisadb.pool.common.user=rpt -Dlisadb.pool.common.password=rpt"

      CONFIG_SERVER_URL: "http://<release_name>-config-server:8888"

      REGISTRY_SERVICE_NAME: "<release_name>-registry"

      REGISTRY_INVOKE_SERVICE_PORT: "32025"

      REGISTRY_URL: "tcp://<k8s_node_ip>:32020/Registry"

      COORDINATOR_URL: "tcp://<k8s_node_ip>:32035/$(COORDINATOR_NAME)"

      REGISTRY_WEBSERVER_HTTPS_ENABLED: false

      REGISTRY_WEBSERVER_HOST: "<k8s_node_ip>"

  service:

    type: NodePort

    port: 32035

    nodePort: 32035

 

simulator:

  enabled: true

  fullnameOverride: <release_name>-simulator

  databaseDriver: db-driver

  dataFileConfigMap: data-files

  registry:

    fullName: <release_name>-registry

  image:

    repository: sv-docker.packages.broadcom.com/sv/lisa

    pullPolicy: IfNotPresent

    tag: latest

  container:

    port: 32040

    env:

      JAVA_OPTS: "-Dlisa.threadDump.generate=false -Dlisadb.pool.common.url=jdbc:derby://

<k8s_node_ip>:32030/database/lisa.db -Dlisadb.pool.common.user=rpt -Dlisadb.pool.common.password=rpt"

      CONFIG_SERVER_URL: "http://<release_name>-config-server:8888"

      REGISTRY_SERVICE_NAME: "<release_name>-registry"

      REGISTRY_INVOKE_SERVICE_PORT: "32025"

      REGISTRY_URL: "tcp://<k8s_node_ip>:32020/Registry"

      SIMULATOR_URL: "tcp://<k8s_node_ip>:32040/$(SIMULATOR_NAME)"

      REGISTRY_WEBSERVER_HTTPS_ENABLED: false

      REGISTRY_WEBSERVER_HOST: "<k8s_node_ip>"

  service:

    type: NodePort

    port: 32040

    nodePort: 32040
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portal:

  enabled: true

  fullnameOverride: <release_name>-portal

  databaseDriver: db-driver

  dataFileConfigMap: data-files

  registry:

    fullName: <release_name>-registry

  image:

    repository: sv-docker.packages.broadcom.com/sv/portal

    pullPolicy: IfNotPresent

    tag: latest

  container:

    env:

      REGISTRY_SERVICE_NAME: "<release_name>-registry"

      REGISTRY_INVOKE_SERVICE_PORT: "32025"

      JAVA_OPTS: "-DphoenixConfig.resHubServiceLoggingLevel=FULL -Dregistry.host=<k8s_node_ip> -

Dregistry.port=32020 -Dregistry.portal.port=32025 -DlisaAutoConnect=tcp://<k8s_node_ip>:32020/Registry"

      CONFIG_SERVER_URL: "http://<release_name>-config-server:8888"

      REGISTRY_WEBSERVER_HTTPS_ENABLED: false

      REGISTRY_WEBSERVER_HOST: "<k8s_node_ip>"

  service:

    type: NodePort

    nodePort: 32050

 

vse:

  enabled: true

  fullnameOverride: <release_name>-vse

  databaseDriver: db-driver

  dataFileConfigMap: data-files

  registry:

    fullName: <release_name>-registry

  storage:

    storageClassName: ""

  image:

    repository: sv-docker.packages.broadcom.com/sv/lisa

    pullPolicy: IfNotPresent

    tag: latest

  container:

    port: 32055

    env:

      JAVA_OPTS: "-Dlisadb.pool.common.url=jdbc:derby://<k8s_node_ip>:32030/database/lisa.db -

Dlisadb.pool.common.user=rpt -Dlisadb.pool.common.password=rpt"

      CONFIG_SERVER_URL: "http://<release_name>-config-server:8888"

      REGISTRY_SERVICE_NAME: "<release_name>-registry"

      REGISTRY_INVOKE_SERVICE_PORT: "32025"

      REGISTRY_URL: "tcp://<k8s_node_ip>:32020/Registry"

      VSE_URL: "tcp://<k8s_node_ip>:32055/VSE"

      REGISTRY_WEBSERVER_HTTPS_ENABLED: false

      REGISTRY_WEBSERVER_HOST: "<k8s_node_ip>"

  headlessService:

    port: 32055

  service:

    type: NodePort
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    port: 32055

    nodePort: 32055

 

virtual-service-catalog:

  enabled: true

  fullnameOverride: <release_name>-vsc

  dataFileConfigMap: data-files

  image:

    repository: sv-docker.packages.broadcom.com/sv/virtual-service-catalog

    pullPolicy: IfNotPresent

    tag: latest

  container:

    env:

      IAAM_URL: "https://<iaam_hostname>:51111/auth"

  service:

    type: NodePort

    nodePort: 32060

7. custom-values.yml 内の <release-name> のすべての参照を必要なリリース名に置き換えます。
例：
From: fullnameOverride: <release_name>-config-server

To: fullnameOverride: <release_name>-config-server

8. すべてのサービスの NodePorts を、クラスタで自由に利用できるポートに従って変更します。
デフォルト ポートを使用する場合、変更は必要ありません。

9. <k8s_node_ip> のすべての参照をクラスタ マスタ ノード IP に置き換えます。
例：
From: REGISTRY_URL: "tcp://<k8s_node_ip>:32020/$(REGISTRY_NAME)"

To: REGISTRY_URL: "tcp://192.168.1.1:32020/$(REGISTRY_NAME)"

10. DevTest Solutions を Kubernetes に展開する前に、IAAM およびエンタープライズ ダッシュボード環境の詳細を収集
します（オンプレミスまたはクラウド VM のインスタンス、たとえば AWS EC2 または GCP Compute インスタンス
など）。
エンタープライズ ダッシュボードは、Docker イメージとして使用することはできません。IAAM は Docker イメージ
として使用可能ですが、このインストールには適用できません。

NOTE
ED、IAAM、およびレジストリには、Derby データベースではなく、外部 DB の使用をお勧めします。

11. custom-values.yml のレジストリ セクションにある
<ENTERPRISE_DASHBOARD_SERVICE_NAME>、<ENTERPRISE_DASHBOARD_SERVICE_PORT>、<IAAM_URL>
をオンプレミス エンタープライズ ダッシュボードと IAAM のパブリック ホスト名/IP アドレスおよびポートに変更し
ます。
ENTERPRISE_DASHBOARD_SERVICE_NAME: "<ed_FQDN/ip>"

ENTERPRISE_DASHBOARD_SERVICE_PORT: <ed_port_number>

IAAM_URL: https://<iaam_hostname>:51111/auth

12. custom-values.yml の Virtual Service Catalog セクションにある IAAM_URL をオンプレミス IAAM のパブリック
FQDN/IP アドレスおよびポートに変更します。
IAAM_URL: https://<iaam_FQDN/IP>:51111/auth

13. config フォルダを作成し、オンプレミス インストーラの LISA_HOME ディレクトリから
local.properties、site.properties、lisa.properties、phoenix.properties、logging.properties ファイルを作成した config
フォルダにコピーします。

14.外部レジストリ DB の詳細については、site.properties の外部レジストリ DB の詳細を更新し、custom-values.yml の
registry、simulator、coordinator、および vse セクションの JAVA_OPTS または EXTRA_JAVA_OPTS 環境変数から
内部 DB のすべての参照を削除します。
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MSSQL、PostgreSQL、DB2、および Oracle Database ドライバはすでにレジストリ イメージの一部です。
MySQL の場合、ネームスペースに db-driver という名前で config-map を作成する必要があります。最初
に、driver という名前のディレクトリを作成し、その中に mysql ドライバ jar をコピーし、以下のコマンドを実行
します。
kubectl create configmap db-driver --from-file=./driver/<driver.jar> -n <namespace>

15.ネームスペースを作成し、DevTest コンポーネントを展開します。
kubectl create ns <namespace>

16.設定マップを作成し、config-server にカスタム設定を提供します。
kubectl create configmap devtest-config --namespace <namespace> --from-file=./config

17. Kubernetes のステートフル リソースには、コンポーネントごとに永続ボリューム（PV）が必要です。PV は、静的
と動的の 2 つの方法でプロビジョニングできます。
管理対象クラスタ（GCP や AWS など）は、デフォルトのストレージ クラスは ReadOnly および ReadWriteOnce
アクセス モードをサポートします。プロジェクト PV は ReadWriteMany アクセス モードで設定する必要がありま
す。それをサポートするストレージ クラスを作成する必要があります。詳細については、「永続ボリューム」を参照
してください。
空白のstorageClassName は、クラスタで定義されたデフォルトの storageClass を取ります。
デフォルトでは、レジストリ DB PV のサイズは 1 GB、プロジェクト PV のサイズは 2 GB、VSC PV のサイズは 1
GB、VSE PV のサイズは 2 GB です。
VSC または VSE PV のストレージ サイズを変更する場合、custom-values.yml ファイルの VSC/VSE セクションに、
以下のコード行を追加する必要があります。
storage:

storageClassName: ""

requestSize: <new size>Gi

プロジェクトの PV サイズとストレージ クラスを変更する必要がある場合、custom-values.yml のレジストリ セク
ションで変更します
storage:

storageClassName: ""

requestSizeForLisaDB: <new size>Gi

requestSizeForProjects: <new size>Gi

18.管理対象外の Kubernetes の場合、以下の手順に従って PV を作成します。
a. すべてのワーカー ノードでユーザ devtest  を作成します。
b. 外部レジストリ DB を使用している場合、手順 c に進みます。内部レジストリ DB の場合、すべてのワーカー
ノードに 4 つのディレクトリを作成し、それらのディレクトリの所有者をユーザ devtest に変更します。以下の
例では、一時ディレクトリに data1、data2、data3、および data4 という名前の 4 つのディレクトリを作成し、
所有者をユーザ devtest に変更しています。
mkdir -p /tmp/data1 /tmp/data2 /tmp/data3 /tmp/data4  && chmod -R 766 /tmp/data1 /tmp/data2 /tmp/

data3 /tmp/data4 && chown -R devtest /tmp/data1 /tmp/data2 /tmp/data3 /tmp/data4

対応する pv.yaml ファイル（デフォルト ストレージ サイズ）：
apiVersion: v1

kind: PersistentVolume

metadata:

    name: pv1

spec:

    accessModes:

      - ReadWriteMany

    capacity:

      storage: 2Gi

    hostPath:

      path: /tmp/data1

---
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apiVersion: v1

kind: PersistentVolume

metadata:

    name: pv2

spec:

    accessModes:

      - ReadWriteOnce

      - ReadOnlyMany

    capacity:

      storage: 1Gi

    hostPath:

      path: /tmp/data2

---

apiVersion: v1

kind: PersistentVolume

metadata:

    name: pv3

spec:

    accessModes:

      - ReadWriteOnce

      - ReadOnlyMany

    capacity:

      storage: 1Gi

    hostPath:

      path: /tmp/data3

---

apiVersion: v1

kind: PersistentVolume

metadata:

    name: pv4

spec:

    accessModes:

      - ReadWriteOnce

      - ReadOnlyMany

    capacity:

      storage: 2Gi

    hostPath:

      path: /tmp/data4

c. 外部レジストリ DB の場合、すべてのワーカー ノードに 3 つのディレクトリを作成し、それらのディレクトリの
所有者をユーザ devtest に変更します。
以下の例では、一時ディレクトリに data1、data2、および data3 という名前の 3 つのディレクトリを作成し、所
有者をユーザ devtest に変更しています。
mkdir -p /tmp/data1 /tmp/data2 /tmp/data3  && chmod -R 766 /tmp/data1 /tmp/data2 /tmp/data3 && chown -R

 devtest /tmp/data1 /tmp/data2 /tmp/data3

対応する pv.yaml ファイル（デフォルト ストレージ サイズ）：
apiVersion: v1

kind: PersistentVolume

metadata:

    name: pv1

spec:

    accessModes:

      - ReadWriteMany
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    capacity:

      storage: 2Gi

    hostPath:

      path: /tmp/data1

---

apiVersion: v1

kind: PersistentVolume

metadata:

    name: pv2

spec:

    accessModes:

      - ReadWriteOnce

      - ReadOnlyMany

    capacity:

      storage: 1Gi

    hostPath:

      path: /tmp/data2

---

apiVersion: v1

kind: PersistentVolume

metadata:

    name: pv3

spec:

    accessModes:

      - ReadWriteOnce

      - ReadOnlyMany

    capacity:

      storage: 2Gi

    hostPath:

      path: /tmp/data3

d. 以下のコマンドを使用して、PV を作成します。
kubectl apply -f pv.yaml

19.以下のコマンドを使用して、DevTest helm チャートを展開します。
helm upgrade <release-name> ./devtest-0.2.0.tgz --install --values ./custom-values.yaml --namespace

 <namespace>

20.展開ステータスの確認：
kubectl get pods --namespace <namespace>kubectl describe pods --namespace <namespace>

単一の DevTest コンポーネントの展開

単一のコンポーネントを展開するには、以下のようにします。

1. custom-values.yaml ファイルを開きます。
2. 展開する特定のコンポーネントに対して enabled : true を設定します。
3. 他のすべてのコンポーネントに対しては enabled : false を設定します。
4. 上に示した helm コマンドを使用して、チャートを展開します。

NOTE
fullnameOverride が一意であり、ノード ポート設定が適切に提供されていることを確認します。

例：

vse:    

enabled: true
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fullnameOverride: <unique name>

サポートされているユース ケース

• SSL 設定
• Kubernetes 環境とのワークステーションの接続
• クラスタ コンポーネントとのオンプレミス コンポーネントの接続
• レジストリに接続している複数のコーディネータ、シミュレータ、および VSE
• Docker ロギング
• パフォーマンス VSE

SSL 設定

1. local.properties、dradis.properties、site.properties、phoenix.properties の各ファイルを SSL 設定で更新しま
す。
このステップの詳細については、「通信を保護するための SSL の使用」を参照してください。

2. 以下のコマンドを使用して、設定マップ devtest-config を作成または更新します。
kubectl create configmap devtest-config --namespace <namespace> --from-file=/home/devtest/properties

3. SSL 設定の詳細で config-values.yaml ファイルを更新します。
4. helm upgrade コマンドを使用して、DevTest を展開します。

NOTE
helm チャートで提供される SSL 設定ファイルの例を参照してください。

Kubernetes 環境とのワークステーションの接続

• 内部 Derby データベースを使用する場合は、クラスタおよびデータベース ノード ポート情報で lisa.properties ファイ
ルのデータベース URL が更新されていることを確認します。
lisadb.pool.common.url=jdbc:derby://<cluster ip address/ fqdn>:<databasenodeport>/database/

lisa.db;create=true

• 外部データベースを使用する場合は、同じ lisa.properties 設定ファイルを使用して、関連するデータベース情報を更
新します。

サポートされていないユース ケース

• カスタム SSL 証明書。独自のキーストア ファイルを使用して、SSL 対応のコンポーネントを接続することはできま
せん。

• 異なるネームスペース間のポッドのセットアップ。
• 異なるクラスタ間のポッドのセットアップ。
• ポッドのレプリカ。
• ポッドとしてのブローカ。
• Windows 用 Docker コンテナ。
• DevTest ワークステーションは、Docker イメージとして使用することはできません。
• エンタープライズ ダッシュボードは、Docker イメージとして使用することはできません。
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NOTE

• ポッドが相互に依存しているため、すべてのポッドが同じサブネット上に展開されていることを確認しま
す。

• ポッドに接続して、依存関係が満たされていることを確認します。一部のポッドは、従属ポッドが起動する
まで起動しません。

• コンポーネントに負荷がかかっている場合は、custom-values.yaml が最新のヒープ メモリで更新され
ていることを確認します。-Xms パラメータおよび -Xmx JAVA パラメータで JAVA_OPTS 変数または
EXTRA_JAVA_OPTS 変数を変更します。

• プロパティ ファイルを更新するには、config-server ポッドがマップされているプロパティ フォルダを変更
します。config-server ポッドとすべてのポッドを再起動して、新しい値を取得します。

• DevTest ポッドの 1 つのセットに、32 GB 以上の RAM が必要です。別のネームスペースにさらに別のポッ
ドを展開している場合は、32 GB の倍数の RAM があることを確認してください。

Docker ロギング
デフォルトの DevTest ロギング方式は、EFK スタックです。EFK スタックは、以下の 3 つのツールを組み合わせたもの
です。

• Elastic Search は、収集したログを保存および集約するために使用します。
• Fluent Bit はログ コレクタです。
• Kibana は、ログを検索して表示するために使用します。

これらのツールを組み合わせることで、EFK スタックではスケーラブルかつ柔軟で使いやすいログ収集および分析パイ
プラインを実現します。

NOTE
EFK スタック以外のロギング ソリューションを使用する場合は、「別のロギング プラットフォームへの接
続」を参照してください。

デフォルトの EFK ロガーのセットアップ

以下の yaml ファイルは、このソリューションに含まれており、EFK ロガーをセットアップするために必要です。

• logging-namespace.yaml
• es-config.yaml
• fluent-bit-config.yaml
• kibana-lb.yaml

ネームスペースの作成

1. システムのネームスペースを確認するには、以下のコマンドを使用します。
kubectl get namespaces

2. devtest-logs が存在しない場合は、以下のコマンドを使用して作成します。
kubectl create -f logging-namespace.yaml

完了すると、以下の出力が表示されます。
namespace/devtest-logs created

Elasticsearch の展開

1. 以下のコマンドを使用して、Elasticsearch サービスを作成し、StatefulSet を展開します。
kubectl create -f es-config.yaml

完了すると、以下の出力が表示されます。
service/elasticsearch created

statefulset.apps/es-cluster create

2. 以下のコマンドを使用して、ロール アウトをモニタします。
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kubectl rollout status sts/es-cluster -n devtest-logs

完了すると、以下の出力が表示されます。
Waiting for 3 pods to be ready...

Waiting for 2 pods to be ready...

Waiting for 1 pods to be ready...

partitioned roll out complete: 3 new pods have been updated...

NOTE
Elasticsearch の展開に関する問題が発生した場合は、「Elasticsearch のトラブルシューティング」を参照して
ください。

Kibana の展開

1. 以下のコマンドを使用して、Kibana を展開します。
kubectl create -f kibana-lb.yaml

2. 以下のコマンドを使用して、ロール アウトをモニタします。
kubectl rollout status deployment/kibana -n devtest-logs

3. 完了すると、以下の出力が表示されます。
service/kibana created

deployment.apps/kibana create

Fluent Bit の展開

すべての Fluent Bit 設定が 1 つのファイルにまとめられています。

以下のコマンドを使用して、Fluent Bit を展開します。
kubectl create -f fluent-bit-config.yaml

完了すると、以下の出力が表示されます。
serviceaccount/fluent-bit created

clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/fluent-bit-read created

clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/fluent-bit-read created

configmap/fluent-bit-config created

daemonset.extensions/fluent-bit created

Web ブラウザから Kibana への接続

1. 以下のコマンドを使用して、外部 IP アドレスを見つけます。
kubectl describe service kibana -n devtest-logs

2. 出力に、LoadBalancer Ingress の値があります。見つけた外部 IP アドレスをコピーします。
3. Web ブラウザを開き、次の URL に移動します： http://<external IP>:5601

Kibana をセットアップしてログを表示する

1. Kibana で、左ペインの［Discover］をクリックします。
2. ［Index pattern］フィールドに「logstash-*」と入力し、［Next］をクリックします。
3. ［Time Filter］フィールドから［DevTest_TS］を選択し、［Create Index Pattern］をクリックします。
4. 左ペインの［Discover］をクリックします。
5. ［Available Fields］リストから以下のオプションを追加します。

– t log： ログ メタデータのみでなく、ログ ボディも表示します。
– kubernetes.container_name： 列にコンポーネント名を表示します。

［Search］フィールドを使用して、特定のログを検索できます。たとえば、registry を検索すると、すべてのレジスト
リ ログとそのレジストリの記述があるすべてのログが返されます。
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フィルタを作成すると、特定のタイプのログをすばやく検索できます。たとえば、kubernetes.container_name が
iaam であるとするフィルタを適用すると、返されるログは Identity and Access Manager をホストするコンテナからのロ
グに制限されます。

NOTE
検索では、定義済みのすべてのフィルタが「and」で結合されます。たとえば、上記のフィルタの両方を設定し
た場合、registry # iaam の両方を含むコンテナ名はありません。このフィルタの組み合わせは結果を返しませ
ん。

Devtest は、これまで lisatmp ディレクトリ内の複数のファイルにログを保存していました。レジストリや VSE などのロ
グに加えて、VSE Match や ACL などその他のログも表示できます。一致ログ、アドバイス ログ、または ACL ログのみ
を表示する場合は、以下の項目を検索します。

• Advice_Log
• ACL_Log
• VSE_Match_Log

Curator のインストール

Curator は、古いログを管理および削除して、ログが割り当て済みのディスク領域を超えないようにします。Curator 設
定は設定可能ですが、デフォルトは以下のとおりです。

• ログ ファイル用に 10 GB のストレージがあります。
• Curator cron は、毎日午前 0 時に実行され、10 日より前の古いログをすべて削除します。

NOTE
この cron は午前 0 時に実行されますが、Kubernetes システムでは UTC 時間が採用されています。つまり、デ
フォルトの開始時刻は、タイム ゾーンによって異なります。これを補正するには、現地時間の午前 0 時に一致
するように開始時刻をシフトします。この差異は、ログの削除時刻にも当てはまります。

以下のコマンドを使用して、Curator をインストールします。
kubectl create -f curator.yaml

ログ設定の調整

以下の項目を設定できます。

• 使用されるディスク領域のサイズ。
デフォルト値： 10 GB
es-config.yaml ファイルの以下の行を変更します。
storage: 10Gi

• ログをクリーンアップする cron ジョブの時刻と頻度。
デフォルト値： 毎日午前 0 時（UTC）
標準の UNIX cron 表記法を使用して、es-config.yaml ファイル内の以下の行を変更します。
schedule:  "0 0 */1 * *"

• ログを保持する期間。
デフォルト値： 10 日
curator.yaml ファイルの ConfigMap セクションにある以下の行を変更します。
   unit: days 

unit_count: 10

Curator 設定ルールに従って、unit 値を変更できます。

Elasticsearch のトラブルシューティング

問題の状況：

Kubernetes の一部のバージョンには、ステートフル セットが最新の状態で表示されないというバグがあります。この問
題は通常、以下のメッセージによって示されます。
Waiting for partitioned roll out to finish: 0 out of 3 new pods have been updated...
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解決方法：

1. このメッセージが表示された場合は、Ctrl + C キーを使用してコマンドを終了します。
2. 以下のコマンドを使用して、ポッドが起動して実行されていることを確認します。

kubectl get pods -n devtest-logs

以下の出力で、すべてのポッドが「Ready "1/1"」であり、「Running」ステータスであることを確認します。
AGE NAME          READY  STATUS   RESTARTS

2d  es-cluster-0  1/1    Running     0

2d  es-cluster-1  1/1    Running     0

2d  es-cluster-2  1/1    Running     0

問題の状況：

Elasticsearch クラスタ ポッドがクラッシュし、すべてのポッドが再起動サイクルに入ってステータスが Ready と Error
との間で切り替わります。

解決方法：

1. 以下のコマンドを使用して、Docker ホスト ハンドルが必要なレベルに設定されているかどうかを確認します。
kubectl logs es-cluster-0 -n devtest-logs

このコマンドの出力が以下のメッセージのようになる場合、Docker ホスト ハンドルは必要なレベルに設定されてい
ます。

2. クラスタ内の各ワーカー ノード上で以下を実行します。
– vi /etc/docker/daemon.json
– change HardFiles to 65536
– sudo systemctl daemon-reload
– sudo systemctl restart docker

別のロギング プラットフォームへの接続

ロギングにデフォルトの EFK スタックを使用するようには制限されていません。独自のスタックを一から実装した
り、Fluent Bit コレクタを使用して自身のアグリゲータにログを送信したりできます。

別のロギング プラットフォームを使用するには、fluent-bit-config.yaml ファイルを変更する必要があります。
［OUTPUT］セクションで、Splunk プラグインを指定し、Splunk サーバに必要な値を指定します。

以下に、［OUTPUT］セクションで行う必要がある変更の例を示します。
[OUTPUT]

Name splunk

Match *

Host 127.0.0.1

Port 8088

TLS On

TLS.Verify Off

Message_Key my_key

詳細については、次の URL で fluent-bit-docs を参照してください： https://github.com/fluent/fluent-bit-docs/blob/master/
output/splunk.md

Contour Ingress Controller を使用した DevTest の展開
DevTest は、Contour を Ingress Controller として使用して、Kubernetes クラスタに展開できます。
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Artifacts

Docker イメージ

DevTest Docker イメージは、sv-docker.packages.broadcom.com/sv でホストされます。

イメージ名 イメージの場所

Config-server sv-docker.packages.broadcom.com/sv/config-server:0.0.3

Iaam sv-docker.packages.broadcom.com/sv/iaam:1.3.3

LISA （レジストリ、コーディネータ、シミュレータ、VSE） sv-docker.packages.broadcom.com/sv/lisa:10.6.1

ポータル sv-docker.packages.broadcom.com/sv/portal:10.6.1

Virtual Service Catalog sv-docker.packages.broadcom.com/sv/virtual-service-catalog:1.7.
3

前提条件

• クラスタ セットアップ（管理対象または管理対象外）
• Kubernetes バージョン 1.14.0 以降が必要
• ネームスペースにロールおよびロール バインディングを作成する権限
• RBAC はクラスタ上で有効になっている必要があります
• エンタープライズ ダッシュボードは、オンプレミスまたはクラウド VM インスタンスで実行している必要がありま
す。たとえば、EC2 for AWS や Compute for GCP などがあり、Kubernetes クラスタへの接続をセットアップする必
要があります。

• Contour をインストールする必要があります。ワイルドカード証明書の場合は、v1.6.0 がインストールされている必
要があります。それ以外の場合、v1.2.1 から v1.4.0 の範囲のいずれかのバージョンをインストールできます。

• HttpProxy FQDN を解決するには、DNS リゾルバが存在する必要があります。
• エンタープライズ ダッシュボード/IAAM/レジストリ データベースの詳細が存在する必要があります
• ワークステーションはレジストリ データベースに接続し、テスト スイートのデータを格納します。レジストリ デー
タベースはワークステーション マシンからアクセスできる必要があります。

インストール ステップ

NOTE
文中のドメイン名（例： example.com や broadcom.com）は、ご自分のドメイン名に置き換えてください。

1. 以下の kubectl コマンドを使用して、正しいコンテキストを設定します。このコマンドは、展開に使用される
Kubernetes クラスタのコンテキストを設定します。
kubectl config use-context <Cluster Context>

2. 次の URL にアクセスし、有効な認証情報を入力して Broadcom ソフトウェアをダウンロードします。https://
support.broadcom.com/download-center/download-center.html

3. 検索バーに「Service Virtualization」と入力し、［SERVICE VIRTUALIZATION］タイルをクリックします。
4. 目的のバージョンの Service Virtualization SKU の隣にある［鍵］アイコンをクリックします。
以下のスクリーンショットは、DevTest 10.7 インストーラの例を示しています。
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5. DevTest Kubernetes Contour Ingress インストーラをダウンロードします。
以下のスクリーンショットは、DevTest 10.7 インストーラの例を示しています。

6. ダウンロードした zip ファイルをターゲット マシンにコピーします。
7. zip ファイルを解凍します。解凍後、以下のファイルを確認できます。
以下のスクリーンショットは、DevTest 10.7 インストーラの例を示しています。

– 01-initial-setup-files - ネームスペース、イメージ プル シークレット、サービス アカウントを作成する 3 つのファ
イルが含まれます。

– 02-setup-files - ロール、ロール バインディング、httpproxy、サービス、展開を作成する 4 つのファイルが含まれ
ます。

– 03-iaam-statefulsets - iaam の StatefulSet を作成する 1 つのファイルが含まれます。
– 04-statefulsets - ポータル、レジストリ、api、コーディネータ、シミュレータ、vse、Virtual Service Catalog の

StatefulSet を作成する 1 つのファイルが含まれます。
– templates - このフォルダには、VSE、コーディネータ、シミュレータに関連する 3 つのファイルが含まれます。
さらに作成する場合は、これらのテンプレートを使用します。
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デフォルトで、devtest-ns は zip ファイルで使用されるネームスペースです。変更する場合、すべてのファイルで
devtest-ns を別のネームスペースに置き換えられます。以下のセクションでは、devtest-example に変更します。

8. 以下のコマンドを実行して、devtest-example という名前のネームスペース、CA Bintray から devtest イメージをプル
するイメージ プル シークレット、devtest-example ネームスペース内のすべてのポッドの所有者となるサービス ア
カウント devtest を作成します。
kubectl apply -f 01-initial-setup-files/

9. イメージ プル シークレットを作成し、イメージをプルします。以下のコマンドを実行します。
kubectl create secret docker-registry servicevirtual-cred --docker-server=sv-docker.packages.broadcom.com

 --docker-username=<your-email> --docker-password=<auth-token> --docker-email=<your-email> --dry-

run=client -o yaml | kubectl apply -f -

10.クラスタの現在のネームスペース コンテキストを devtest-example ネームスペースに設定します。このコマンドによ
り、すべてのリソース オブジェクトがデフォルト ネームスペースを devtest-example として使用することを確認で
きます。
kubectl config set-context --current --namespace=devtest-example

11. devtest コンポーネントが必要とする永続ボリュームを作成します。管理対象クラスタは、デフォルトのストレージ
クラスが設定されます。StatefulSet ポッド仕様セクションの「volumeClaimTemplates」セクションに StorageClass
を指定していない場合、永続ボリュームはデフォルトの StorageClass を使用して作成されます。管理対象外のク
ラスタは、StorageClass が存在しない場合、永続ボリュームを手動で作成し、StatefulSet ポッド仕様セクションの
volumeClaimTemplates セクションで詳細を指定する必要があります。永続ボリューム サイズは、StatefulSet ポッド
仕様セクションの volumeClaimTemplates セクションで確認できます。

12.デフォルトでは、FQDN サフィックスは <namespace>.<cluster-domain> 形式です。devtest-
example.svc.cluster.local は、この例の FQDN サフィックスです。組織 URL （devtest.example.com な
ど）を FQDN サフィックスとして使用する場合、02-setup-files フォルダ内の 02-httpproxy.yml ファイル
のすべての HttpProxy FQDN を更新します。03-statefulsets フォルダ内の 01-statefulsets.yml ファイルの
VSE_URL、COORDINATOR_URL、SIMULATOR_URL、VSE_FQDN、REGISTRY_INVOKE_FQDN の環境変数を変
更します。

NOTE
Kubernetes 管理者は、FQDN サフィックスがポッドから解決可能であることを確認する必要があります。

VSE StatefulSet ポッド仕様での FQDN サフィックスの相違点

13.前の手順で選択した HttpProxy FQDN の CN 用に、自己署名証明書またはサードパーティ署名証明書を作成します。
ワイルドカード証明書を使用するか、すべてのコンポーネントのエントリを入力します。

14.前の手順で作成した証明書を使用して、キーストアおよびトラストストアを作成します。以下のコマンドは参照用で
す。独自のコマンドを使用してキーストアおよびトラストストアを作成できます。
以下のコマンドを実行して、証明書をキーストアに追加します。
$ ls

server-key.pem        server.pem        server.csr
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$ openssl pkcs12 -export -in server.pem -inkey server-key.pem -name jetty -out servercerts.p12

Enter Export Password:changeit

Verifying - Enter Export Password:changeit

 

$ keytool -importkeystore -deststorepass changeit -destkeystore devtest-keystore.jks -srckeystore

 servercerts.p12 -srcstoretype PKCS12

Importing keystore servercerts.p12 to devtest-keystore.jks...

Enter source keystore password:changeit

Entry for alias jetty successfully imported.

Import command completed:  1 entries successfully imported, 0 entries failed or cancelled

以下のコマンドを実行して、証明書をトラストストアに追加します。
$ ls

server-key.pem        server.pem        server.csr

 

$ keytool -importcert -alias jetty -file server.pem -keystore devtest-truststore.ts

Enter keystore password:changeit

Re-enter new password:changeit

Owner: CN=*.devtest-example.svc.cluster.local

Issuer: CN=9f3420b9-6487-48af-bb96-abf6d28a7283

Serial number: 45fe7d7ca8fe0b63178864c69711b696

Valid from: Fri Apr 10 12:12:00 IST 2020 until: Wed Apr 09 12:12:00 IST 2025

Certificate fingerprints:

     MD5:  B7:E7:52:90:25:18:17:9F:48:68:80:49:A2:E9:36:A1

     SHA1: 16:F6:33:B2:95:E1:68:7F:E4:AD:AD:CB:45:D2:50:16:6A:76:27:BE

     SHA256:

 D8:A7:3F:53:32:DE:6A:25:AE:80:A2:1C:4C:35:F0:FC:1E:2A:2A:B4:1E:CD:09:08:1B:A9:5B:63:78:2D:E9:15

Signature algorithm name: SHA256withRSA

Subject Public Key Algorithm: 256-bit EC key

Version: 3

 

Extensions:

 

#1: ObjectId: 2.5.29.19 Criticality=true

BasicConstraints:[

  CA:false

  PathLen: undefined

]

 

#2: ObjectId: 2.5.29.17 Criticality=false

SubjectAlternativeName [

  DNSName: *.devtest-example.svc.cluster.local

  DNSName: registry

  DNSName: enterprisedashboard

]

 

Trust this certificate? [no]:  yes

Certificate was added to keystore

15. HttpProxy オブジェクトのシークレットを作成します。実行する前に、以下のコマンドの証明書パスと秘密鍵のパス
を更新します。
---

cat <<EOF | kubectl apply -f -

apiVersion: "v1"
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kind: "Secret"

metadata:

  name: wildcardtlssecret

type: kubernetes.io/tls

data:

  tls.crt: $(cat <cert-path> | base64 | tr -d '\n')

  tls.key: $(cat <private-key-path> | base64 | tr -d '\n')

EOF

---

16. DevTest コンポーネントのキーストアとトラストストアのシークレットを作成します。
kubectl create secret generic devtestjkssecret --from-file=./devtest-keystore.jks

kubectl create secret generic devtesttssecret --from-file=./devtest-truststore.ts

17. devtest-config ディレクトリを作成し、devtest-config フォルダ内の既存の Devtest インストールから
dradis.properties、site.properties、local.properties、lisa.properties、および logging.properties をコピーします。デー
タベースおよび SSL、PLA 関連のプロパティ（該当する場合）を更新します。
以下のセクションでは、MySQL ドライバが使用されます。その他のデータベースについては、以下のセクションで
ドライバ名、JDBC URL、ドライバの Jar 名を変更します。
iam プロパティ
#External Database configuration for IAAM.

iam.db.vendor=mysql

iam.db.url=jdbc:mysql://<db-host>:<db-port>/<iaam-db-name>

iam.db.user=<db-username>

iam.db.password=<db-password>

iam.db.jdbc.driver.path=${IAM_HOME}database/drivers/mysql-connector-java-5.1.47.jar

 

#SSL related configurations

iam.keystore=/devtest/devtest-keystore.jks

iam.keystore.password=changeit

iam.truststore=${IAM_HOME}certs/iam-truststore.ks

iam.truststore.password=passphrase

site.properties
#External Database related information for Registry.

lisadb.pool.common.driverClass=com.mysql.jdbc.Driver

lisadb.pool.common.url=jdbc:mysql://<db-host>:<db-port>/<registry-db-name>

lisadb.pool.common.user=<db-username>

lisadb.pool.common.password=<db-password>

local.properties
#SSL configuration for Registry.

lisa.net.keyStore=/devtest/devtest-keystore.jks

lisa.net.keyStore.password=changeit

lisa.net.trustStore=/devtest/devtest-truststore.ts

lisa.net.trustStore.password=changeit

lisa.net.default.protocol=ssl

https.protocols=TLSv1.2

lisa.webserver.https.enabled=true

lisa.webserver.ssl.keystore.location=/devtest/devtest-keystore.jks

lisa.webserver.ssl.keystore.password=changeit

lisa.webserver.ssl.keymanager.password=changeit

lisa.portal.url.prefix=https://

lisa.threadDump.generate=false

phoenix.properties
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#SSL configuration for Portal.

registry.https.enabled=true

phoenix.https.enabled=true

phoenix.ssl.keystore=/devtest/devtest-gcp-keystore.jks

phoenix.ssl.keystore.password=changeit

phoenix.ssl.keymanager.password=changeit

18.以下のコマンドを使用して、ConfigMap を作成します。
kubectl create configmap devtest-config --from-file=./devtest-config

19.以下のコマンドを使用して、データベース jar の ConfigMap を作成します。
kubectl create configmap db-driver --from-file=./<path-to-jdbc-jar>

20. PLA を使用していない場合、ライセンス シークレットを作成する必要があります。それ以外の場合は、次の手順に
進みます。
kubectl create secret generic devtestlic --from-file=./<path-to-devtestlic>

21. devtest コンポーネントのインストールに必要なロール、RoleBinding、サービス、Httpproxy、および展開を作成しま
す。devtest コンポーネントのインストールに必要なロール、RoleBinding、サービス、および展開を作成するには、
以下のコマンドを実行します。
kubectl apply -f 02-setup-files/

22. IAAM StatefulSet を作成するには、以下のコマンドを実行します。
kubectl apply -f 03-iaam-statefulsets/

23. IAAM FQDN をコピーし、IAAM FQDN を指定するオンプレミスのエンタープライズ ダッシュボードを起動し
ます。エンタープライズ ダッシュボードの稼働後、エンタープライズ ダッシュボードの URL をコピーして 04-
statefulsets/01-statefulsets.yml ファイルの registry セクションで更新します。

24. devtest コンポーネントのインストールに必要な StatefulSet を作成するには、以下のコマンドを実行します。
kubectl apply -f 04-statefulsets/

コマンドにより残りのポッドが作成されます。
25.複数の VSE/コーディネータ/シミュレータを追加するには、「Contour Ingress Controller を使用した Devtest セット
アップ」の「複数の VSE/コーディネータ/シミュレータ」を参照してください。

Post-Installation ステップ

1. 展開したサービスを確認するには、以下のコマンドを実行します。Envoy サービスの EXTERNAL-IP をメモします。
kubectl get svc -n devtest-example

2. 展開したポッドとその実行状態を確認するには、以下のコマンドを実行します。
kubectl get pods -n devtest-example

3. 展開した HttpProxy と HttpProxy 有効性ステータスを確認するには、以下のコマンドを実行します。
kubectl get proxy -n devtest-example
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4. DNS リゾルバが Httpproxy FQDN にアクセスするように設定されている場合、ワークステーション マシンから URL
にアクセスできます。

5. DNS リゾルバが存在しない場合、サービスにアクセスするシステムの /etc/hosts に、上記のすべての FQDN と
Envoy サービスの EXTERNAL-IP を入力します。
<Loadbalancer IP> coordinator.devtest-example.svc.cluster.local registry.devtest-example.svc.cluster.local

 simulator.devtest-example.svc.cluster.local vse.devtest-example.svc.cluster.local iaam.devtest-

example.svc.cluster.local portal.devtest-example.svc.cluster.local registry-invoke.registry.devtest-

example.svc.cluster.local 8005-vse.devtest-example.svc.cluster.local 8007-vse.devtest-

example.svc.cluster.local vsc.devtest-example.svc.cluster.local 

6. ワークステーションからレジストリ URL に接続できるようになりました。ssl://registry.devtest-
example.svc.cluster.local:8443/Registry

7. 以下の Http URL を使用して、DevTest サービスにアクセスできます。
– Identity and Access Manager - https://iaam.devtest-example.svc.cluster.local:8443
– レジストリ API サービス - https://api.registry.devtest-example.svc.cluster.local:8443
– ポータル サービス - https://portal.devtest-example.svc.cluster.local:8443
– Virtual Service Catalogue - https://vsc.devtest-example.svc.cluster.local:8443

Contour Ingress を使用した複数の VSE の追加
この記事では、Devtest Setup で、Contour Ingress Controller を使用して複数の VSE、コーディネータ、またはシミュ
レータを追加する方法について説明します。

VSE の追加

以下の手順に従います。

1. VSE を追加するために、devtest-kubernetes-10.6.1.zip ファイルを解凍した中のテンプレート フォルダから vse-
template.yml をコピーします。VSE のテンプレート設定を以下に示します。

---

apiVersion: projectcontour.io/v1

kind: HTTPProxy

metadata:

  name: vse1

  namespace: devtest-example

spec:

  virtualhost:

    fqdn: vse1.devtest-example.svc.cluster.local
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    tls:

      passthrough: false

      secretName: wildcardtlssecret

  tcpproxy:

    services:

    - name: vse1

      port: 8443

      protocol: tls

---

 

apiVersion: v1

kind: Service

metadata:

  name: vse1

  namespace: devtest-example

  labels:

    app.kubernetes.io/name: vse1

    app.kubernetes.io/instance: devtest-example

  annotations:

    projectcontour.io/upstream-protocol.tls: "8443"

     

spec:

  ports:

    - name: vse-port

      port: 8443

      targetPort: 8443

      protocol: TCP

  selector:

    app.kubernetes.io/name: vse1

    app.kubernetes.io/instance: devtest-example

 

---

apiVersion: apps/v1

kind: StatefulSet

metadata:

  name: vse1

  namespace: devtest-example

  labels:

    app.kubernetes.io/name: vse1

    app.kubernetes.io/instance: devtest-example

     

spec:

  serviceName: vse1

  replicas: 1

  selector:

    matchLabels:

      app.kubernetes.io/name: vse1

      app.kubernetes.io/instance: devtest-example

  template:

    metadata:

      labels:

        app.kubernetes.io/name: vse1

        app.kubernetes.io/instance: devtest-example
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    spec:

      securityContext:

        runAsUser: 1010

        fsGroup: 1010

      serviceAccountName: devtest

      initContainers:

        - name: wait-for-registry

          image: pstauffer/curl:latest

          command: ['sh', '-c']

          args: ["until `curl -v -k -G '$(REGISTRY_WEBSERVER_HTTP_SCHEME)://$(REGISTRY_WEBSERVER_HOST):

$(REGISTRY_INVOKE_SERVICE_PORT)' >& /tmp/out`; do echo waiting for $(REGISTRY_WEBSERVER_HTTP_SCHEME)://

$(REGISTRY_WEBSERVER_HOST):$(REGISTRY_INVOKE_SERVICE_PORT) && sleep 2; done; cat /tmp/out"]

          env:

            - name: REGISTRY_INVOKE_SERVICE_PORT

              value: "1505"

            - name: REGISTRY_WEBSERVER_HOST

              value: registry

            - name: REGISTRY_WEBSERVER_HTTP_SCHEME

              value: "https"

      imagePullSecrets:

        - name: servicevirtual-cred

      containers:

      - name: vse1

        image: "sv-docker.packages.ca.com/sv/lisa:10.6.1"

        imagePullPolicy: IfNotPresent

        args:

          - "VSE"

          - "-m"

          - "$(REGISTRY_URL)"

          - "-n"

          - "$(VSE_URL)"

        ports:

          - name: vse-port

            containerPort: 8443

            protocol: TCP

        env:

          - name: JAVA_OPTS

            value: ""

          - name: VSE_PROTOCOL

            value: ssl

          - name: VSE_POD_NAME

            valueFrom:

              fieldRef:

                fieldPath: metadata.name

          - name: POD_NAMESPACE

            valueFrom:

              fieldRef:

                fieldPath: metadata.namespace

          - name: VSE_SERVICE_NAME

            value: vse1

          - name: VSE_POD_PORT

            value: "8443"

          - name: VSE_NAME
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            value: VSE1

          - name: VSE_HOST_NAME

            value: vse1

          - name: CONFIG_SERVER_URL

            value: http://config-server:8888

          - name: REGISTRY_URL

            value: ssl://registry:2010/Registry

          - name: VSE_URL

            value: ssl://vse1.devtest-example.svc.cluster.local:8443/VSE1

          - name: INGRESS_TYPE

            value: "contour"

          - name: VSE_FQDN

            value: vse1.devtest-example.svc.cluster.local

          - name: HTTPPROXY_SECRET_NAME

            value: wildcardtlssecret

          - name: ENVOY_HTTP_PORT

            value: "80"

          - name: ENVOY_HTTPS_PORT

            value: "8443"

        resources:

          {}

        readinessProbe:

          tcpSocket:

            port: vse-port

          initialDelaySeconds: 5

          periodSeconds: 10

        livenessProbe:

          tcpSocket:

            port: vse-port

          initialDelaySeconds: 15

          periodSeconds: 20

        volumeMounts:

        - name: vse1-data

          mountPath: /devtest/vseDeploy

          subPath: vseDeploy

        - name: vse1-data

          mountPath: /devtest/vsBuilderSessions

          subPath: vsBuilderSessions

        - name: vse1-data

          mountPath: /devtest/vseRecording

          subPath: vseRecording

        - name: lisa-db-driver

          mountPath: /devtest/drivers

        - name: devtest-keystore

          mountPath: /devtest/devtest-keystore.jks

          subPath: devtest-keystore.jks

        - name: devtest-truststore

          mountPath: /devtest/devtest-truststore.ts

          subPath: devtest-truststore.ts

      volumes:

        - name: lisa-db-driver

          configMap:

            name: db-driver
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            optional: false

        - name: devtest-keystore

          secret:

             secretName: devtestjkssecret

        - name: devtest-truststore

          secret:

             secretName: devtesttssecret

 

  volumeClaimTemplates:

  - metadata:

      name: vse1-data

    spec:

      accessModes: [ "ReadWriteOnce" ]

      storageClassName:

      resources:

        requests:

          storage: 2Gi

        

        

2. ファイル名を変更します。以下の例では、ファイル名が vse2.yml、coordinator2.yml、simulator2.yml に変更されま
す。

3. 例： 新しい VSE 名は vse2 です。VSE1 を VSE2、vse1 を vse2 に置き換えます。必要に応じ、FQDN 情報を変更し
ます。以下は新しい設定です。
---

apiVersion: projectcontour.io/v1

kind: HTTPProxy

metadata:

  name: vse2

  namespace: devtest-example

spec:

  virtualhost:

    fqdn: vse2.devtest-example.svc.cluster.local

    tls:

      passthrough: false

      secretName: wildcardtlssecret

  tcpproxy:
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    services:

    - name: vse2

      port: 8443

      protocol: tls

---

 

apiVersion: v1

kind: Service

metadata:

  name: vse2

  namespace: devtest-example

  labels:

    app.kubernetes.io/name: vse2

    app.kubernetes.io/instance: devtest-example

  annotations:

    projectcontour.io/upstream-protocol.tls: "8443"

     

spec:

  ports:

    - name: vse-port

      port: 8443

      targetPort: 8443

      protocol: TCP

  selector:

    app.kubernetes.io/name: vse2

    app.kubernetes.io/instance: devtest-example

 

---

apiVersion: apps/v1

kind: StatefulSet

metadata:

  name: vse2

  namespace: devtest-example

  labels:

    app.kubernetes.io/name: vse2

    app.kubernetes.io/instance: devtest-example

     

spec:

  serviceName: vse2

  replicas: 1

  selector:

    matchLabels:

      app.kubernetes.io/name: vse2

      app.kubernetes.io/instance: devtest-example

  template:

    metadata:

      labels:

        app.kubernetes.io/name: vse2

        app.kubernetes.io/instance: devtest-example

    spec:

      securityContext:

        runAsUser: 1010

        fsGroup: 1010
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      serviceAccountName: devtest

      initContainers:

        - name: wait-for-registry

          image: pstauffer/curl:latest

          command: ['sh', '-c']

          args: ["until `curl -v -k -G '$(REGISTRY_WEBSERVER_HTTP_SCHEME)://$(REGISTRY_WEBSERVER_HOST):

$(REGISTRY_INVOKE_SERVICE_PORT)' >& /tmp/out`; do echo waiting for $(REGISTRY_WEBSERVER_HTTP_SCHEME)://

$(REGISTRY_WEBSERVER_HOST):$(REGISTRY_INVOKE_SERVICE_PORT) && sleep 2; done; cat /tmp/out"]

          env:

            - name: REGISTRY_INVOKE_SERVICE_PORT

              value: "1505"

            - name: REGISTRY_WEBSERVER_HOST

              value: registry

            - name: REGISTRY_WEBSERVER_HTTP_SCHEME

              value: "https"

      imagePullSecrets:

        - name: servicevirtual-cred

      containers:

      - name: vse2

        image: "sv-docker.packages.ca.com/sv/lisa:10.6.1"

        imagePullPolicy: IfNotPresent

        args:

          - "VSE"

          - "-m"

          - "$(REGISTRY_URL)"

          - "-n"

          - "$(VSE_URL)"

        ports:

          - name: vse-port

            containerPort: 8443

            protocol: TCP

        env:

          - name: JAVA_OPTS

            value: ""

          - name: VSE_PROTOCOL

            value: ssl

          - name: VSE_POD_NAME

            valueFrom:

              fieldRef:

                fieldPath: metadata.name

          - name: POD_NAMESPACE

            valueFrom:

              fieldRef:

                fieldPath: metadata.namespace

          - name: VSE_SERVICE_NAME

            value: vse2

          - name: VSE_POD_PORT

            value: "8443"

          - name: VSE_NAME

            value: VSE2

          - name: VSE_HOST_NAME

            value: vse2

          - name: CONFIG_SERVER_URL
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            value: http://config-server:8888

          - name: REGISTRY_URL

            value: ssl://registry:2010/Registry

          - name: VSE_URL

            value: ssl://vse2.devtest-example.svc.cluster.local:8443/VSE2

          - name: INGRESS_TYPE

            value: "contour"

          - name: VSE_FQDN

            value: vse2.devtest-example.svc.cluster.local

          - name: HTTPPROXY_SECRET_NAME

            value: wildcardtlssecret

          - name: ENVOY_HTTP_PORT

            value: "80"

          - name: ENVOY_HTTPS_PORT

            value: "8443"

        resources:

          {}

        readinessProbe:

          tcpSocket:

            port: vse-port

          initialDelaySeconds: 5

          periodSeconds: 10

        livenessProbe:

          tcpSocket:

            port: vse-port

          initialDelaySeconds: 15

          periodSeconds: 20

        volumeMounts:

        - name: vse2-data

          mountPath: /devtest/vseDeploy

          subPath: vseDeploy

        - name: vse2-data

          mountPath: /devtest/vsBuilderSessions

          subPath: vsBuilderSessions

        - name: vse2-data

          mountPath: /devtest/vseRecording

          subPath: vseRecording

        - name: lisa-db-driver

          mountPath: /devtest/drivers

        - name: devtest-keystore

          mountPath: /devtest/devtest-keystore.jks

          subPath: devtest-keystore.jks

        - name: devtest-truststore

          mountPath: /devtest/devtest-truststore.ts

          subPath: devtest-truststore.ts

      volumes:

        - name: lisa-db-driver

          configMap:

            name: db-driver

            optional: false

        - name: devtest-keystore

          secret:

             secretName: devtestjkssecret
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        - name: devtest-truststore

          secret:

             secretName: devtesttssecret

 

  volumeClaimTemplates:

  - metadata:

      name: vse2-data

    spec:

      accessModes: [ "ReadWriteOnce" ]

      storageClassName:

      resources:

        requests:

          storage: 2Gi

4. 以下のコマンドを実行して、変更を適用します。
kubectl apply -f vse2.yml

5. ポータルにログインし、新しい VSE が追加されたどうかを確認します。

コーディネータの追加

以下の手順に従います。

1. コーディネータを追加するために、devtest-kubernetes-10.6.1.zip ファイルを解凍した中のテンプレート フォルダか
ら coordinator-template.yml をコピーします。コーディネータのテンプレート設定を以下に示します。
---

 

apiVersion: projectcontour.io/v1

kind: HTTPProxy

metadata:

  name: coordinator1

  namespace: devtest-example

spec:

  virtualhost:

    fqdn: coordinator1.devtest-example.svc.cluster.local

    tls:

      passthrough: false

      secretName: wildcardtlssecret

  tcpproxy:

    services:

    - name: coordinator1

      port: 8443

      protocol: tls

 

---

apiVersion: v1

kind: Service

metadata:

  name: coordinator1

  namespace: devtest-example

  labels:

    app.kubernetes.io/name: coordinator1

    app.kubernetes.io/instance: devtest-example

  annotations:

    projectcontour.io/upstream-protocol.tls: "8443"

 302



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

     

spec:

  ports:

    - name: coordinator-port

      port: 8443

      targetPort: 8443

      protocol: TCP

  selector:

    app.kubernetes.io/name: coordinator1

    app.kubernetes.io/instance: devtest-example

 

---

apiVersion: apps/v1

kind: StatefulSet

metadata:

  name: coordinator1

  namespace: devtest-example

  labels:

    app.kubernetes.io/name: coordinator1

    app.kubernetes.io/instance: devtest-example

     

spec:

  serviceName: coordinator1

  replicas: 1

  selector:

    matchLabels:

      app.kubernetes.io/name: coordinator1

      app.kubernetes.io/instance: devtest-example

  template:

    metadata:

      labels:

        app.kubernetes.io/name: coordinator1

        app.kubernetes.io/instance: devtest-example

    spec:

      securityContext:

        runAsUser: 1010

        fsGroup: 1010

      initContainers:

        - name: wait-for-registry

          image: pstauffer/curl:latest

          command: ['sh', '-c']

          args: ["until `curl -v -k -G '$(REGISTRY_WEBSERVER_HTTP_SCHEME)://$(REGISTRY_WEBSERVER_HOST):

$(REGISTRY_INVOKE_SERVICE_PORT)' >& /tmp/out`; do echo waiting for $(REGISTRY_WEBSERVER_HTTP_SCHEME)://

$(REGISTRY_WEBSERVER_HOST):$(REGISTRY_INVOKE_SERVICE_PORT) && sleep 2; done; cat /tmp/out"]

          env:

            - name: REGISTRY_INVOKE_SERVICE_PORT

              value: "1505"

            - name: REGISTRY_WEBSERVER_HOST

              value: registry

            - name: REGISTRY_WEBSERVER_HTTP_SCHEME

              value: "https"

      imagePullSecrets:

        - name: servicevirtual-cred

 303



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

      containers:

        - name: coordinator1

          image: "sv-docker.packages.ca.com/sv/lisa:10.6.1"

          imagePullPolicy: IfNotPresent

          args:

            - "Coordinator"

            - "-m"

            - "$(REGISTRY_URL)"

            - "-n"

            - "$(COORDINATOR_URL)"

          ports:

            - name: coord-port

              containerPort: 8443

              protocol: TCP

          env:

            - name: CONFIG_SERVER_URL

              value: http://config-server:8888

            - name: JAVA_OPTS

              value: ""

            - name: "REGISTRY_URL"

              value: ssl://registry:2010/Registry

            - name: "COORDINATOR_PROTOCOL"

              value: ssl

            - name: "COORDINATOR_SERVICE_NAME"

              value: coordinator1

            - name: "COORDINATOR_PORT"

              value: "8443"

            - name: "COORDINATOR_NAME"

              value: Coordinator1

            - name: "COORDINATOR_URL"

              value: ssl://coordinator1.devtest-example.svc.cluster.local:8443/$(COORDINATOR_NAME)

          resources:

            {}

          readinessProbe:

            tcpSocket:

              port: coord-port

            initialDelaySeconds: 30

            periodSeconds: 10

          livenessProbe:

            tcpSocket:

              port: coord-port

            initialDelaySeconds: 15

            periodSeconds: 20

          volumeMounts:

            - name: lisa-db-driver

              mountPath: /devtest/drivers

            - name: devtest-keystore

              mountPath: /devtest/devtest-keystore.jks

              subPath: devtest-keystore.jks

            - name: devtest-truststore

              mountPath: /devtest/devtest-truststore.ts

              subPath: devtest-truststore.ts     

      volumes:
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          - name: lisa-db-driver

            configMap:

              name: db-driver

              optional: false

          - name: devtest-keystore

            secret:

              secretName: devtestjkssecret

          - name: devtest-truststore

            secret:

              secretName: devtesttssecret  

---

2. ファイル名を変更します。以下の例では、ファイル名が vse2.yml、coordinator2.yml、simulator2.yml に変更されま
す。

3. 例： 新しいコーディネータ名は coordinator2 です。Coordinator1 を Coordinator2、coordinator1 を coordinator2 に
置き換えます。必要に応じ、FQDN と COORDINATOR_URL 情報を変更します。以下は新しい設定です。
---

 

apiVersion: projectcontour.io/v1

kind: HTTPProxy

metadata:

  name: coordinator2

  namespace: devtest-example

spec:

  virtualhost:

    fqdn: coordinator2.devtest-example.svc.cluster.local

    tls:

      passthrough: false

      secretName: wildcardtlssecret

  tcpproxy:

    services:

    - name: coordinator2

      port: 8443

      protocol: tls

 

---

apiVersion: v1
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kind: Service

metadata:

  name: coordinator2

  namespace: devtest-example

  labels:

    app.kubernetes.io/name: coordinator2

    app.kubernetes.io/instance: devtest-example

  annotations:

    projectcontour.io/upstream-protocol.tls: "8443"

     

spec:

  ports:

    - name: coordinator-port

      port: 8443

      targetPort: 8443

      protocol: TCP

  selector:

    app.kubernetes.io/name: coordinator2

    app.kubernetes.io/instance: devtest-example

 

---

apiVersion: apps/v1

kind: StatefulSet

metadata:

  name: coordinator2

  namespace: devtest-example

  labels:

    app.kubernetes.io/name: coordinator2

    app.kubernetes.io/instance: devtest-example

     

spec:

  serviceName: coordinator2

  replicas: 1

  selector:

    matchLabels:

      app.kubernetes.io/name: coordinator2

      app.kubernetes.io/instance: devtest-example

  template:

    metadata:

      labels:

        app.kubernetes.io/name: coordinator2

        app.kubernetes.io/instance: devtest-example

    spec:

      securityContext:

        runAsUser: 1010

        fsGroup: 1010

      initContainers:

        - name: wait-for-registry

          image: pstauffer/curl:latest

          command: ['sh', '-c']

          args: ["until `curl -v -k -G '$(REGISTRY_WEBSERVER_HTTP_SCHEME)://$(REGISTRY_WEBSERVER_HOST):

$(REGISTRY_INVOKE_SERVICE_PORT)' >& /tmp/out`; do echo waiting for $(REGISTRY_WEBSERVER_HTTP_SCHEME)://

$(REGISTRY_WEBSERVER_HOST):$(REGISTRY_INVOKE_SERVICE_PORT) && sleep 2; done; cat /tmp/out"]
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          env:

            - name: REGISTRY_INVOKE_SERVICE_PORT

              value: "1505"

            - name: REGISTRY_WEBSERVER_HOST

              value: registry

            - name: REGISTRY_WEBSERVER_HTTP_SCHEME

              value: "https"

      imagePullSecrets:

        - name: servicevirtual-cred

      containers:

        - name: coordinator2

          image: "sv-docker.packages.ca.com/sv/lisa:10.6.1"

          imagePullPolicy: IfNotPresent

          args:

            - "Coordinator"

            - "-m"

            - "$(REGISTRY_URL)"

            - "-n"

            - "$(COORDINATOR_URL)"

          ports:

            - name: coord-port

              containerPort: 8443

              protocol: TCP

          env:

            - name: CONFIG_SERVER_URL

              value: http://config-server:8888

            - name: JAVA_OPTS

              value: ""

            - name: "REGISTRY_URL"

              value: ssl://registry:2010/Registry

            - name: "COORDINATOR_PROTOCOL"

              value: ssl

            - name: "COORDINATOR_SERVICE_NAME"

              value: coordinator2

            - name: "COORDINATOR_PORT"

              value: "8443"

            - name: "COORDINATOR_NAME"

              value: Coordinator2

            - name: "COORDINATOR_URL"

              value: ssl://coordinator2.devtest-example.svc.cluster.local:8443/$(COORDINATOR_NAME)

          resources:

            {}

          readinessProbe:

            tcpSocket:

              port: coord-port

            initialDelaySeconds: 30

            periodSeconds: 10

          livenessProbe:

            tcpSocket:

              port: coord-port

            initialDelaySeconds: 15

            periodSeconds: 20

          volumeMounts:
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            - name: lisa-db-driver

              mountPath: /devtest/drivers

            - name: devtest-keystore

              mountPath: /devtest/devtest-keystore.jks

              subPath: devtest-keystore.jks

            - name: devtest-truststore

              mountPath: /devtest/devtest-truststore.ts

              subPath: devtest-truststore.ts     

      volumes:

          - name: lisa-db-driver

            configMap:

              name: db-driver

              optional: false

          - name: devtest-keystore

            secret:

              secretName: devtestjkssecret

          - name: devtest-truststore

            secret:

              secretName: devtesttssecret  

---

4. 以下のコマンドを実行して、変更を適用します。
kubectl apply -f coordinator2.yml

5. ポータルにログインし、新しいコーディネータが追加されたどうかを確認します。

シミュレータの追加

以下の手順に従います。

1. シミュレータを追加するために、devtest-kubernetes-10.6.1.zip ファイルを解凍した中のテンプレート フォルダから
simulator-template.yml をコピーします。シミュレータのテンプレート設定を以下に示します。
---

apiVersion: projectcontour.io/v1

kind: HTTPProxy

metadata:

  name: simulator1

  namespace: devtest-example

spec:

  virtualhost:

    fqdn: simulator1.devtest-example.svc.cluster.local

    tls:

      passthrough: false

      secretName: wildcardtlssecret

  tcpproxy:

    services:

    - name: simulator1

      port: 8443

      protocol: tls

 

---

 

apiVersion: v1

kind: Service

metadata:
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  name: simulator1

  namespace: devtest-example

  labels:

    app.kubernetes.io/name: simulator1

    app.kubernetes.io/instance: devtest-example

  annotations:

    projectcontour.io/upstream-protocol.tls: "8443"

     

spec:

  ports:

    - name: simulator-port

      port: 8443

      targetPort: 8443

      protocol: TCP

  selector:

    app.kubernetes.io/name: simulator1

    app.kubernetes.io/instance: devtest-example

 

---

 

apiVersion: apps/v1

kind: StatefulSet

metadata:

  name: simulator1

  namespace: devtest-example

  labels:

    app.kubernetes.io/name: simulator1

    app.kubernetes.io/instance: devtest-example

     

spec:

  serviceName: simulator1

  replicas: 1

  selector:

    matchLabels:

      app.kubernetes.io/name: simulator1

      app.kubernetes.io/instance: devtest-example

  template:

    metadata:

      labels:

        app.kubernetes.io/name: simulator1

        app.kubernetes.io/instance: devtest-example

    spec:

      securityContext:

        runAsUser: 1010

        fsGroup: 1010

      initContainers:

        - name: wait-for-registry

          image: pstauffer/curl:latest

          command: ['sh', '-c']

          args: ["until `curl -v -k -G '$(REGISTRY_WEBSERVER_HTTP_SCHEME)://$(REGISTRY_WEBSERVER_HOST):

$(REGISTRY_INVOKE_SERVICE_PORT)' >& /tmp/out`; do echo waiting for $(REGISTRY_WEBSERVER_HTTP_SCHEME)://

$(REGISTRY_WEBSERVER_HOST):$(REGISTRY_INVOKE_SERVICE_PORT) && sleep 2; done; cat /tmp/out"]

          env:
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            - name: REGISTRY_INVOKE_SERVICE_PORT

              value: "1505"

            - name: REGISTRY_WEBSERVER_HOST

              value: registry

            - name: REGISTRY_WEBSERVER_HTTP_SCHEME

              value: "https"

      imagePullSecrets:

        - name: servicevirtual-cred           

      containers:

        - name: simulator1

          image: "sv-docker.packages.ca.com/sv/lisa:10.6.1"

          imagePullPolicy: IfNotPresent

          args:

            - "Simulator"

            - "-m"

            - "$(REGISTRY_URL)"

            - "-n"

            - "$(SIMULATOR_URL)"

          ports:

            - name: sim-port

              containerPort: 8443

              protocol: TCP

          env:

            - name: CONFIG_SERVER_URL

              value: http://config-server:8888

            - name: JAVA_OPTS

              value: ""

            - name: "REGISTRY_URL"

              value: ssl://registry:2010/Registry

            - name: "SIMULATOR_PROTOCOL"

              value: ssl

            - name: "SIMULATOR_SERVICE_NAME"

              value: simulator1

            - name: "SIMULATOR_PORT"

              value: "8443"

            - name: "SIMULATOR_NAME"

              value: Simulator1

            - name: "SIMULATOR_URL"

              value: ssl://simulator1.devtest-example.svc.cluster.local:8443/$(SIMULATOR_NAME)

          resources:

            {}

          readinessProbe:

            tcpSocket:

              port: sim-port

            initialDelaySeconds: 30

            periodSeconds: 10

          livenessProbe:

            tcpSocket:

              port: sim-port

            initialDelaySeconds: 15

            periodSeconds: 20

          volumeMounts:

            - name: lisa-db-driver
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              mountPath: /devtest/drivers

            - name: devtest-keystore

              mountPath: /devtest/devtest-keystore.jks

              subPath: devtest-keystore.jks

            - name: devtest-truststore

              mountPath: /devtest/devtest-truststore.ts

              subPath: devtest-truststore.ts

      volumes:

          - name: lisa-db-driver

            configMap:

              name: db-driver

              optional: false

          - name: devtest-keystore

            secret:

              secretName: devtestjkssecret

          - name: devtest-truststore

            secret:

              secretName: devtesttssecret  

---

2. ファイル名を変更します。以下の例では、ファイル名が vse2.yml、coordinator2.yml、simulator2.yml に変更されま
す。

3. 例： 新しいシミュレータ名は simulator2 です。Simulator1 を Simulator2、simulator1 を simulator2 に置き換えま
す。必要に応じ、FQDN と SIMULATOR_URL 情報を変更します。以下は新しい設定です。
---

 

apiVersion: projectcontour.io/v1

kind: HTTPProxy

metadata:

  name: simulator2

  namespace: devtest-example

spec:

  virtualhost:

    fqdn: simulator2.devtest-example.svc.cluster.local

    tls:

      passthrough: false

      secretName: wildcardtlssecret
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  tcpproxy:

    services:

    - name: simulator2

      port: 8443

      protocol: tls

 

---

 

apiVersion: v1

kind: Service

metadata:

  name: simulator2

  namespace: devtest-example

  labels:

    app.kubernetes.io/name: simulator2

    app.kubernetes.io/instance: devtest-example

  annotations:

    projectcontour.io/upstream-protocol.tls: "8443"

     

spec:

  ports:

    - name: simulator-port

      port: 8443

      targetPort: 8443

      protocol: TCP

  selector:

    app.kubernetes.io/name: simulator2

    app.kubernetes.io/instance: devtest-example

 

---

 

apiVersion: apps/v1

kind: StatefulSet

metadata:

  name: simulator2

  namespace: devtest-example

  labels:

    app.kubernetes.io/name: simulator2

    app.kubernetes.io/instance: devtest-example

     

spec:

  serviceName: simulator2

  replicas: 1

  selector:

    matchLabels:

      app.kubernetes.io/name: simulator2

      app.kubernetes.io/instance: devtest-example

  template:

    metadata:

      labels:

        app.kubernetes.io/name: simulator2

        app.kubernetes.io/instance: devtest-example

    spec:
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      securityContext:

        runAsUser: 1010

        fsGroup: 1010

      initContainers:

        - name: wait-for-registry

          image: pstauffer/curl:latest

          command: ['sh', '-c']

          args: ["until `curl -v -k -G '$(REGISTRY_WEBSERVER_HTTP_SCHEME)://$(REGISTRY_WEBSERVER_HOST):

$(REGISTRY_INVOKE_SERVICE_PORT)' >& /tmp/out`; do echo waiting for $(REGISTRY_WEBSERVER_HTTP_SCHEME)://

$(REGISTRY_WEBSERVER_HOST):$(REGISTRY_INVOKE_SERVICE_PORT) && sleep 2; done; cat /tmp/out"]

          env:

            - name: REGISTRY_INVOKE_SERVICE_PORT

              value: "1505"

            - name: REGISTRY_WEBSERVER_HOST

              value: registry

            - name: REGISTRY_WEBSERVER_HTTP_SCHEME

              value: "https"

      imagePullSecrets:

        - name: servicevirtual-cred           

      containers:

        - name: simulator2

          image: "sv-docker.packages.ca.com/sv/lisa:10.6.1"

          imagePullPolicy: IfNotPresent

          args:

            - "Simulator"

            - "-m"

            - "$(REGISTRY_URL)"

            - "-n"

            - "$(SIMULATOR_URL)"

          ports:

            - name: sim-port

              containerPort: 8443

              protocol: TCP

          env:

            - name: CONFIG_SERVER_URL

              value: http://config-server:8888

            - name: JAVA_OPTS

              value: ""

            - name: "REGISTRY_URL"

              value: ssl://registry:2010/Registry

            - name: "SIMULATOR_PROTOCOL"

              value: ssl

            - name: "SIMULATOR_SERVICE_NAME"

              value: simulator2

            - name: "SIMULATOR_PORT"

              value: "8443"

            - name: "SIMULATOR_NAME"

              value: Simulator2

            - name: "SIMULATOR_URL"

              value: ssl://simulator2.devtest-example.svc.cluster.local:8443/$(SIMULATOR_NAME)

          resources:

            {}

          readinessProbe:
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            tcpSocket:

              port: sim-port

            initialDelaySeconds: 30

            periodSeconds: 10

          livenessProbe:

            tcpSocket:

              port: sim-port

            initialDelaySeconds: 15

            periodSeconds: 20

          volumeMounts:

            - name: lisa-db-driver

              mountPath: /devtest/drivers

            - name: devtest-keystore

              mountPath: /devtest/devtest-keystore.jks

              subPath: devtest-keystore.jks

            - name: devtest-truststore

              mountPath: /devtest/devtest-truststore.ts

              subPath: devtest-truststore.ts

      volumes:

          - name: lisa-db-driver

            configMap:

              name: db-driver

              optional: false

          - name: devtest-keystore

            secret:

              secretName: devtestjkssecret

          - name: devtest-truststore

            secret:

              secretName: devtesttssecret  

---

4. 以下のコマンドを実行して、変更を適用します。
kubectl apply -f simulator2.yml

5. ポータルにログインし、新しいシミュレータが追加されたどうかを確認します。

オンプレミスから Kubernetes 展開への仮想サービスの移動
この記事では、仮想サービスおよびレコーディングを既存のオンプレミス インストールから Kubernetes 展開に移動する
方法について説明します。

VSE ポッド内で実行するときに仮想サービスおよびテストが失敗するのを防ぐため、すべての仮想サービスとテストで
相対パスが使用されていることを確認してください。

仮想サービスのコピー

以下の手順に従います。

1. kubectl を使用して、仮想サービスのコピー先の VSE ポッドに移動します。
kubectl exec -it <vse-pod-name> /bin/bash

2. ポッド内の vseDeploy フォルダに移動し、vseDeploy フォルダ内のフォルダ名をメモします。
cd vseDeploy && ls && exit

以下の画像では、vse2-0 ポッド内のフォルダ名は VSE2_8443 です。
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3. オンプレミス インストールの <LISA_HOME>/vseDeploy/ ディレクトリに移動します。
4. VSE フォルダをコピーして別の場所に貼り付けます。例： <LISA_HOME>/vseDeploy/ ディレクトリから VSE_8443
フォルダをコピーします。新しい場所に貼り付けます。その場所からクラスタにアクセスできる必要があります。前
のコマンドで取得したフォルダ名「VSE2_8443」に、名前を変更します。

5. 上記の場所に移動し、以下のコマンドを実行します。
kubectl cp <Folder name> <VSE Pod Name>:/devtest/vseDeploy/

以下の画像では、VSE2_8443 フォルダが vse2-0 ポッドにコピーされました。

6. データが正しくコピーされたかどうかを確認します。
kubectl exec -it <vse-pod-name> ls /devtest/vseDeploy/<VSE Folder>/

以下の画像は、VSE2_8443 フォルダのコンテンツが表示されています。

レコーディング データのコピー

前提条件： 仮想サービスのコピー

以下の手順に従います。

1. VSE フォルダをコピーして別の場所に貼り付けます。例： <LISA_HOME>/vseDeploy/ ディレクトリから VSE_8443
フォルダをコピーします。新しい場所に貼り付けます。その場所からクラスタにアクセスできる必要があります。前
のコマンドで取得したフォルダ名「VSE2_8443」に、名前を変更します。

2. 上記の場所に移動し、以下のコマンドを実行します。
kubectl cp <Folder name> <VSE Pod Name>:/devtest/vseRecording/

以下の画像では、VSE2_8443 フォルダが vse2-0 ポッドにコピーされました。
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3. データが正しくコピーされたかどうかを確認します。
kubectl exec -it <vse-pod-name> ls /devtest/vseRecording/<VSE Folder>/

以下の画像は、VSE2_8443 フォルダのコンテンツが表示されています。

DevTest のアップグレードの準備
マテリアルの準備 IT 環境の理解
• 認証コンポーネントの変更の確認
• DevTest の新機能および変更点の確認
• DevTest インストーラのダウンロード
• リリース ノート
• 認証コンポーネントのアップグレード

• ホスト名、IP アドレス、SSL 証明
書、LDAP 設定、データベース設定

• DevTest システム要件の確認

環境のバックアップ データベース マイグレーションの準備
• アセット（例： テスト ケースおよび仮
想サービスは、ソース管理リポジトリ
内にあります）

• インストール フォルダおよびデータ
ディレクトリ（該当する場合）

• レジストリ データベース
• 使用許諾契約への準拠を維持するため
のエンタープライズ ダッシュボード
データベース

• レジストリおよびエンタープライズ
ダッシュボードの設定ファイルが完全
な DBA 権限を持っていることの確認

• サービスおよびアプリケーションの停
止。これには、レジストリに接続す
るすべてのサービスおよびアプリケー
ションが含まれています。

• 7.5X については、エンタープライズ
ダッシュボードをアンインストールす
る必要があります。

IMPORTANT

10.6 以降のワークステーションは、10.7 以降のレジストリに接続できます。10.6 より前は、すべてのサーバ
コンポーネントとクライアント コンポーネントを同時にアップグレードする必要があります。

アップグレードの準備が完了すると、以下の記事を確認します。

• アップグレード
• 追加のアップグレードの詳細
• アップグレード後

認証コンポーネントのアップグレード
DevTest Solutions 10.4 以降では、Identity and Access Manager はすべての  コンポーネントのユーザ認証を提供するコ
ンポーネントです。Identity and Access Manager を使用して、以下のことを実行できるようになりました。

 316



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

• ユーザとロールの管理
• セッションとイベントの管理
• レルム設定の定義
• 外部ユーザのデータベース（LDAP）のフェデレーション

レジストリを開始する前に Identity and Access Manager が実行されている必要があります。Identity and Access
Manager が実行されていない場合、レジストリを開始できません。

以前の、LDAP 設定、ロール定義、ユーザ、およびユーザのロール マッピングはすべてレジストリ レベルで格納されて
います。

NOTE

Identity and Access Manager を使用してユーザとロールを作成および管理します。アクセス制御（ACL）を使
用して、 ポータルの個々のロールに権限を割り当てます。

WARNING

Identity and Access Manager では、 の旧バージョンから既存の認証情報がすべて自動的に移行されます。ただ
し、このデータを正常に移行できるように、この移行プロセスの詳細、および特定のステップの実行順序を理
解することが重要です。以下のセクションをよく読んでから、アップグレードを実行してください。

Identity and Access Manager インスタンスを企業全体で 1 つにすることにより、コンポーネントのアクセスを一元管理
できます。ただし、レジストリが複数あり、各レジストリへのアクセスを個別に管理する必要がある場合は、レジストリ
ごとに個別の IAM をインストールする必要があります。これは 1 つのレジストリのユーザが別のレジストリの権限を持
てない場合に特に当てはまります。詳細については、「DevTest プロセスの関係」を参照してください。

認証情報のマイグレーション

ユーザ認証情報のマイグレーションは、<Devtesthome> ディレクトリにある export2iam ファイルによって制御されま
す。デフォルトでは、lisatmp は、Devtest ホーム ディレクトリまたはシステム プロパティの lisa.tmpdir プロパティで
指定されたディレクトリに配置されます。Windows サービスを実行している場合は lisatmp は、 インストール ディレク
トリにあります。

最初の時点では、export2iam ファイルは存在しません。アップグレード後に初めてレジストリを起動するときに、既存
のデータの移行がトリガされると、このファイルが作成されます。export2iam ファイルは、その後、マイグレーション
が実行されているかどうかを示すフラグとして機能します。export2iam ファイルが存在し、有効なコンテンツを含ん
でいる場合は、Identity and Access Manager はマイグレーションが実行済みで、もう一度実行してはならないと認識し
ます。このファイルが存在しない場合は、Identity and Access Manager は、次にレジストリが起動されたときにマイグ
レーションの実行を試行します。

マイグレーション プロセスでは、以下のファイル内の設定に従って、認証情報を移行します。

• local.properties
このファイルには、初期化および設定情報が格納されます。このファイル内のプロパティは、lisa.properties および
site.properties ファイルより優先されます。

• site.properties
このファイルには、初期化および設定情報が格納されます。このファイル内のプロパティは、lisa.properties で定義
されているプロパティよりも優先されます。ただし、local.properties はこのファイル内のプロパティより優先されま
す。

• authentication-providers.xml
このファイルには、ご使用の LDAP 認証プロバイダの詳細が格納されます。

• ldap-mappings.xml
このファイルは、LDAP ユーザの各グループにロールを割り当てます。

これらのファイルは、10.6 環境で設定するか、または  コンポーネントのいずれかを開始する前に、既存の環境からコ
ピーする必要があります。アップグレード後初めてレジストリを起動するときに export2iam ファイルが作成されます。
レジストリが次に起動されたときにはマイグレーションはトリガされません。
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マイグレーションを繰り返す必要がある場合

1. レジストリをシャットダウンします。
2. <Devtesthome> ディレクトリの export2iam ファイルを削除します。
3. レジストリを再起動します。

何が移行されますか。

マイグレーション プロセスでは、以下の認証情報を移行します。

• ロールの定義
ロール定義は常に、このプロセス中に移行されます。ただし、ロールがすでに Identity and Access Manager に存在す
る場合、上書きされません。

• LDAP 情報
インストール ディレクトリの authentication-providers.xml ファイルを変更して ACL 用の認証プロバイダを設定し
た場合のみ、LDAP 情報が移行されます。ldap-mappings.xml ファイル内の LDAP マッピングも移行されます。

• ユーザ情報
ユーザ定義は、設定済みの LDAP 認証プロバイダがない限り、このプロセス中に移行されます。authentication-
providers.xml ファイルで LDAP プロバイダを設定している場合、LDAP からユーザ情報は移行されます
が、DevTest 内のユーザ定義は移行されません。authentication-providers.xml ファイルを使用していない場合、既
存の DevTest ユーザ定義は Identity and Access Manager に移行されます。

レポート

マイグレーション プロセスでは、lisatemp ディレクトリに以下のレポート ファイルが生成されます。

• ExportLDAPReport*.csv
このレポートでは、各 LDAP 認証プロバイダのマイグレーション ステータスを表示します。このレポートで有効な値
は IMPORTED_AS_LDAP、ERROR_WHILE_IMPORTING、および NOT_SUPPORTED です。

• ExportRoleReport*.csv
このレポートでは、移行されている各ロールのマイグレーション ステータスを表示します。このレポートで有効な値
は、ROLE_ADDED、ROLE_ALREADY_EXIST、ROLE_ADDED_FAILURE UNKNOWN_FAILURE です。

• ExportUserReport*.csv
このレポートでは、移行されている各ユーザのマイグレーション ステータスを表示します。このレポートで有効な値
は
USER_ADDED、USER_ALREADY_EXIST、USER_ADDED_FAILURE、ROLE_MAPPING_FAILURE、UNKNOWN_FAILURE
です。

アップグレードした後は、認証情報のマイグレーションが正常に行われたかどうかを確認するためにこれらのレポートを
確認します。

ビデオ

以下の動画は LDAP を使用した Identity and Access Manager の操作の実演です。

以下の動画はデータベース ユーザによる Identity and Access Manager の操作の実演です。

DevTest のアップグレード
IMPORTANT

10.6 以降のワークステーションは、10.7 以降のレジストリに接続できます。10.6 より前は、すべてのサーバ
コンポーネントとクライアント コンポーネントを同時にアップグレードする必要があります。

DevTest Solutions を 2 つの方法で実行できます。
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• インプレース アップグレード： この方法は、新しい 10.7 インスタンスで、既存のインスタンスを上書きします。
• 新規インストール アップグレード： この方法は、既存の  インスタンスはそのまま残り、新しいディレクトリに 

10.7 をインストールします。

両方のアプローチは、基本的に同じ手順に従います。違いはすべて以下の手順で強調されています。

WARNING

10.4 以降の  の認証は、Identity and Access Manager によって管理されます。このアップグレードには、以前
のインスタンスのレジストリ レベルから既存の認証情報を移行するプロセスが含まれます。このアップグレー
ドに進む前に、すべての前提条件タスクを完了し、「認証コンポーネントのアップグレード」を確認してくだ
さい。

以下の手順に従います。

1. インストーラをダウンロードします。
2. インストーラを実行します。
この手順の詳細については、「DevTest サーバのインストールおよび設定」を参照してください。

3. 新規インストール アップグレードを実行している場合、以下のプロパティ ファイルを設定する、または以前のイン
スタンスからコピーします。
– local.properties
– site.properties
– authentication-providers.xml
– ldap-mappings.xml
– vmoptions
– dradis.properties

Broadcom に診断および使用状況データを送信することを選択した場合、com.ca.prism.enabled= プロパティが
true に設定されていることを確認をします。

インプレース アップグレードを実行している場合は、これらのファイルはすでに存在し、設定されています。

WARNING

これらのファイルには、データベースと LDAP の設定が含まれています。アップグレード後に初めて任意の
コンポーネントを開始する前にこれらのプロパティを設定する必要があります。

4. ブラウザ キャッシュをクリアします。
5. 関連するマシンをいずれもアップグレードして、すべてのサーバ コンポーネントとワークステーションが同じリリー
スであることを確認します。

6. Identity and Access Manager を起動します。
7. サーバ コンポーネントであるエンタープライズ ダッシュボード、レジストリ、ポータル、VSE、コーディネータ、
シミュレータを開始します。

NOTE

アップグレード後に初めてレジストリを起動するときに、レジストリ レベルで格納されている認証情報は
Identity and Access Manager に自動的に移行されます。

8. 各レジストリがエンタープライズ ダッシュボードに正しく表示されることを確認して、各レジストリのアクティブ化
を確認します。

9. Identity and Access Manager に、ユーザおよびロールが正しく表示されることを確認します。

NOTE

2 つのレジストリで異なるロールを持つ同じ名前のユーザが存在する場合、両方のレジストリのロールが
Identity and Access Manager でそのユーザに追加されます。

アップグレードが完了したら、「アップグレード後」を参照して、アップグレードが成功したことを確認します。 
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アップグレード後
サービスおよびアプリケーションを開始する順序の詳細については、「DevTest Solution のインストールの確認」を参照
してください。アップグレードを実行した後に、以下の情報を確認します。

認証マイグレーションの確認

Identity and Access Manager では DevTest の旧バージョンからマ既存の認証情報がすべて自動的にマイグレートされま
す。アップグレードを完了し、すべての  コンポーネントを開始したら、マイグレーションを確認することが重要になり
ます。

Identify and Access Manager UI を起動して（https://localhost:51111）、ユーザとロールが正常にマイグレートされたこ
とを確認します。

マイグレーション プロセスで生成されたレポートを使用して、マイグレートされたデータの詳細な分析することもでき
ます。これらのレポートは lisatmp ディレクトリにあります。これらのレポートの詳細については、「アップグレード
および認証」を参照してください。

Identity and Access Manager の使用の詳細については、「Identity and Access Manager の設定」を参照してください。

パッチ フォルダ

既存のインストールに LISA_HOME\lib\patches フォルダが含まれている場合は、フォルダ名が「patches.backup」に
変更されます。パッチのいずれかを新規インストールに適用する必要はありません。

サービスおよびアプリケーションの確認

• データベース接続を確認します。
• エンタープライズ ダッシュボード接続を確認します。
• ポータル接続を確認します。
• 接続を確認します。
• コンポーネント接続を確認します。
• 仮想サービスを展開します。
• 展開した仮想サービスを確認します。
• テスト ケースを開始します。 
• テスト ケース結果の確認

DevTest ワークステーションを開く

を使用する予定がある場合は、「DevTest ワークステーションを開く」の手順 4 を参照してください。

 

アップグレード プロセスに関する追加の詳細については、ここをクリックします。  

追加のアップグレードの詳細
このセクションでは、DevTest Solutions の###### #######を実行する方法の詳細について説明します。###### ######
#の場合は、 10.7 のインストーラを実行し、既存のインストールと同じディレクトリを指定します。

このセクションでは、旧バージョンが 8.0 以降であると想定しています。

WARNING
ご質問があれば、アップグレードを行う#に、Broadcom サポートにお問い合わせください。
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製品の変更

既存のインストール バージョンからの機能変更の詳細については、「リリース ノート」を参照してください。

ライセンス

10.7 以降、Devtest にはインストーラと共にライセンス ファイルが含まれています。

エンタープライズ ダッシュボードおよびレジストリ

8.0 以降からインプレース アップグレードを行う場合、エンタープライズ ダッシュボードのスキーマがアップグレード
され、既存のデータが保持されます。

レジストリとエンタープライズ ダッシュボードの両方に対して、新しいデータベースを作成する必要はありません。
アップグレード処理中に、データベースのタイプを変更することはできません。たとえば、Oracle から SQL Server に切
り替えることはできません。

データベース ユーザには、DBA 権限が必要です。そうでない場合、アップグレード後に、エンタープライズ ダッシュ
ボードおよびレジストリを起動できなくなります。権限チェックは、データベースのアップグレードの最初に実行されま
す。これによって、データベースに変更を加えるのを回避するために、適切な権限レベルがチェックされます。

NOTE

使用許諾契約への準拠を維持するために、エンタープライズ ダッシュボード データベース内にあるすべての使
用状況データを保持する必要があります。

インストーラでは、レジストリ データベースはアップグレードされません。インストーラによるアップグレード プロセ
スが完了した後に、レジストリの最初の呼び出しで、レジストリ データベースがアップグレードされます。

NOTE

ユーザまたはシステムによってデータベースが異常終了した場合、レジストリは、次のデータベース起動時
に、最後にインストールされたバージョンをチェックします。この情報は、異常終了により、利用できない可
能性があります。これを解決する方法は、データベースおよび初期化処理を再起動するか、LISA プロパティ
ファイルでマイグレーション チェックを無効にします。

• の 9.1 以降では、エンタープライズ ダッシュ ボードのプロパティは dradis.properties ファイルに保持されます。
「dradis」プロパティはエンタープライズ ダッシュボードの処理に影響することがなくなったため、今後混乱を避け
るために、local.properties および site.properties ファイルからこれらを削除することを検討してください。

• 9.1 以降では、エンタープライズ ダッシュボード URL の設定が変更されました。そのため、レジストリを起動する
ときに渡されるパラメータも、以下の例のように変更する必要があります。

  
 
 'docker run -d -p 1505:1505 –p 1528:1528 –p 2010:2010 --name=Registry -
e LISA_MORE_VM_PROPS="-Ddevtest.enterprisedashboard.host=10.141.66.40 -
Ddevtest.enterprisedashboard.port=1506 -
Ddevtest.enterprisedashboard.https.enabled=false" devtest/registry-broker-base /opt/
devtest/bin/Registry -n tcp://10.141.66.40:2010/Registry'.
 

詳細については、「レジストリまたはエンタープライズ ダッシュボードの再アクティブ化」を参照してください。

• 9.1 より前の  レジストリをサポートするには、EnterpriseDashboardCIC サービスが下位互換性が提供し、（dradis
CIC が利用可能なイメージ上で）開始される必要があります。以下のようなコマンドを使用します。
 docker run –d –p 2003:2003 --name=dradisCIC devtest-licensed:latest /opt/devtest/
bin/EnterpriseDashboardCIC
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• Docker で EnterpriseDashboardCIC サービスが実行されている場合。 
• 古いレジストリとの下位互換性の詳細については、「レジストリのメンテナンス」を参照してください。

コンポーネント バージョンの混在

レジストリおよびその下にあるすべてのコンポーネントは、 を含めて、同じリリースに属している必要があります。レ
ジストリ下のコンポーネント バージョンの混在はサポートされていません。

エンタープライズ ダッシュボードのバージョン 8.0 には後方互換性があり、複数バージョンのレジストリからの接続を
サポートしています。ただし、エンタープライズ ダッシュ ボード自体は最新バージョンである必要があります。たとえ
ば、エンタープライズ ダッシュボード 10.2 は、8.0 および 8.4 レジストリからの接続を受け入れることができます。エ
ンタープライズ ダッシュボード 8.4 は、10.2 レジストリからの接続を受け入れることは#####。

プロパティ ファイル

以下のリストでは、インプレース アップグレードでメインのプロパティ ファイルがどうなるかを説明しています。

• 既存のインストールの lisa.properties ファイルは 10.7 バージョンに置き換えられます。
• 既存インストールの _local.properties ファイルは 10.7 バージョンに置き換えられます。
• 既存インストールの _site.properties ファイルは 10.7 バージョンに置き換えられます。
• 既存インストールの _dradis.properties ファイルは 10.7 バージョンに置き換えられます。
• dradis.properties ファイルを作成した場合、そのファイルはそのまま保持されます。

dradis.properties ファイルより前のバージョンからアップグレードするときには、 _dradis.properties ファイルが作
成されます。local.properties または site.properties ファイル内の任意のカスタマイズされたエンタープライズ ダッ
シュボード用プロパティは、dradis.properties ファイルにマイグレートされます。

• local.properties ファイルを作成した場合、ファイルはそのまま保持されます。
• site.properties ファイルを作成した場合、ファイルはそのまま保持されます。

lisa.properties ファイルの変更は想定されていません。lisa.properties ファイルに変更を加えた場合、アップグレード
処理によって変更が上書きされます。

カスタム フォルダ

既存インストールに任意のカスタム フォルダが含まれている場合、フォルダはそのまま保持されます。

カスタム JAR ファイル

既存インストールの LISA_HOME\lib ディレクトリにいずれかのカスタム JAR ファイルが含まれている場合、JAR ファ
イルはそのまま保持されます。

メモリ割り当ての設定

既存インストールの LISA_HOME\bin ディレクトリにいずれかの変更された .vmoptions ファイルが含まれている場
合、ファイルはそのまま保持されます。

データベースの保護

権限チェックは、データベースのアップグレードの最初に実行されます。これによって、データベースに変更を加えるの
を回避するために、適切な権限レベルがチェックされます。

NOTE

： ユーザまたはシステムによってデータベースが異常終了した場合、レジストリは、次のデータベース起動時
に、最後にインストールされたバージョンをチェックします。この情報は、異常終了により、利用できない可
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能性があります。これを解決する方法は、データベースおよび初期化処理を再起動するか、LISA プロパティ
ファイルでマイグレーション チェックを無効にします。

SDK のマイグレート

SDK コンポーネントのアップグレード

「SDK ###」では、最も一般的な拡張における最も一般的な API の変更について説明しています。このガイドで
は、SDK 拡張において可能なすべてのことを包括的に説明しているわけではありません。代わりに、このガイドでは、
主に SDK API の履歴（上位互換性のために必要な必須の変更など）について説明しています。

このドキュメントは、 の製品マニュアルの調査### CA が提供する  のトレーニングを完了しているオーディエンスを対
象とします。これまでのバージョンを習得していれば、 も短時間で習得できます。ただし、正規の  研修を受けること
は、円滑に移行して製品の持つ価値を最大限に発揮させるためには不可欠です。

へのアップグレードを支援するために、専門のサービス担当者に加わってもらうことを強くお勧めします。詳細につい
ては、アカウント マネージャにお問い合わせください。

NOTE
すべての SDK コンポーネントは、 で実行するために Java 8 でコンパイルする必要があります。

このガイドは、コンポーネント別に編成されています。 4.0、またはコンポーネントが導入されたバージョンからは、各
コンポーネントの関連履歴が提供されます。

このガイドの最も効果的な使用方法は、以下のとおりです。

1. 目的のコンポーネント タイプのセクションを識別します。
2. 現在のバージョンのサブセクションを識別します。
3. 必要に応じて、最新バージョンでの API の変更に関する注意事項に従い、コードを更新します。

SDK ドキュメント

以下の SDK ドキュメントを使用できます。

• SDK の使用
• DevTest Solutions 用の Javadoc は、インストール ディレクトリの doc フォルダから参照できます。

アサーションの更新
SDK アサーション コンポーネントは com.itko.lisa.test.Assertion を拡張します。

8.X から 9.X

com.itko.util.ParameterList クラスはリリース 9.5 で廃止されました。詳細については、「パラメータとパラメータ リ
スト」を参照してください。

9.X から 10.X

SDK コンポーネントに影響する変更はありません。

コンパニオンの更新
SDK コンパニオン コンポーネントは、com.itko.lisa.test.SimpleCompanion を拡張します。
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8.X から 9.X

com.itko.util.ParameterList クラスはリリース 9.5 で廃止されました。詳細については、「パラメータとパラメータ リ
スト」を参照してください。

9.X から 10.X

SDK コンポーネントに影響する変更はありません。

フィルタの更新
SDK フィルタ コンポーネントは com.itko.lisa.test.FilterBaseImpl を拡張します。

8.X から 9.X

com.itko.util.ParameterList クラスはリリース 9.5 で廃止されました。詳細については、「パラメータとパラメータ リ
スト」を参照してください。

9.X から 10.X

SDK コンポーネントに影響する変更はありません。

ステップの更新
単純な SDK ステップまたはノードで、com.itko.lisa.test.CustJavaNodeInterface が実装されます。

8.X から 9.X

com.itko.util.ParameterList クラスはリリース 9.5 で廃止されました。詳細については、「パラメータとパラメータ リ
スト」を参照してください。

9.X から 10.X

SDK コンポーネントに影響する変更はありません。

データ プロトコルの更新
5.0 でデータ プロトコルが拡張可能になり、com.itko.lisa.vse.stateful.protocol.DataProtocol を拡張します。

8.X から 9.X

SDK コンポーネントに影響する変更はありません。

9.X から 10.X

com.itko.lisa.vse.stateful.DelayedResponder で：

  • 8.0.0 で invokeLater （TestExec testExec、Runnable action、long delay）が廃止され、invokeLater （final
TestExec testExec、final Runnable action、final long delay、final long memoryUsed）と置き換えられました。廃止さ
れたメソッドと同等の機能を実行するには、最後のパラメータとして 0 を渡します。
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トランスポート プロトコルの更新
拡張可能なトランスポート プロトコルは、 5.0 で導入され、com.itko.lisa.vse.stateful.protocol.TransportProtocol を
拡張します。

8.X から 9.X

SDK コンポーネントに影響する変更はありません。

9.X から 10.X

SDK コンポーネントに影響する変更はありません。

 

ボディ キャリアの更新
6.0 では、com.itko.lisa.vse.stateful.model.BodyCarrier を導入しました。これは、メタデータとボディの両方を必要
とする以下のオブジェクト
（com.itko.lisa.vse.stateful.model.Request、com.itko.lisa.vse.stateful.model.Response、com.itko.lisa.vse.stateful.model.TransientResponse
など）のベース クラスです。

8.X から 9.X

SDK コンポーネントに影響する変更はありません。

9.X から 10.X

SDK コンポーネントに影響する変更はありません。

要求の更新
com.itko.lisa.vse.stateful.model.Request は、VSE トランザクションの要求側を表します。

8.X から 9.X

SDK コンポーネントに影響する変更はありません。

9.X から 10.X

SDK コンポーネントに影響する変更はありません。

応答の更新
com.itko.lisa.vse.stateful.model.Response はレコーディング中の VSE トランザクションの応答側を示します。

8.X から 9.X

SDK コンポーネントに影響する変更はありません。

9.X から 10.X

SDK コンポーネントに影響する変更はありません。
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一時的応答の更新
com.itko.lisa.vse.stateful.model.TransientResponse は、応答側の再生中のVSEトランザクションを表します。

8.X から 9.X

SDK コンポーネントに影響する変更はありません。

9.X から 10.X

SDK コンポーネントに影響する変更はありません。

 

TCP 区切り文字の更新
TCP 区切り文字は、 6.0 で TCP プロトコルとともに導入されました。それらは
com.itko.lisa.vse.stateful.protocol.tcp.delimiters.TCPDelimiter インターフェースを実装します。

8.X から 9.X

SDK コンポーネントに影響する変更はありません。

9.X から 10.X

SDK コンポーネントに影響する変更はありません。

 

API の注意点

8.X から 9.X

SDK コンポーネントに影響する変更はありません。

9.X から 10.X

SDK コンポーネントに影響する変更はありません。
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使用方法

このセクションでは、DevTest Solutions で以下の各コンポーネントを使用する方法について説明します。

• Application Test
• Service Virtualization
• Application Insight
• Application Trace Kit
• Virtual Service Catalog
• DevTest API
• DevTest SDK
• Service Virtualization での Jenkins プラグイン

Application Test の使用
Application Test でテスト ケースおよびスイートを作成および実行することができます。

NOTE

ポータルは、 製品で最もよく使用されるワークフローへのアクセスを簡単にする Web ベースのアプリケー
ションです。 は上級ユーザ向けのメイン アプリケーションであり、 製品の内部で使用できるすべての機能が
含まれています。ポータルで利用可能な機能の概要については、「DevTest ポータルの機能」を参照してくだ
さい。

以下のビデオでは、Multi-tier-combo テスト ケースを使用して、Application Test の主な機能を紹介します。

NOTE

詳細情報：

• CA Application Test での DevTest ポータルの使用
• CA Application Test でのワークステーションおよびコンソールの使用

レジストリ
レジストリは、すべての  および  コンポーネントの登録を一元的に行うための場所です。

レジストリは、すべての  ランタイム コンポーネントの場所を追跡し、登録済みの各コンポーネントの場所を検索できる
ようにします。また、レジストリは、サーバ管理、レポート、CVS、および Application Insight のための Web コンソー
ルを提供します。コンポーネント間の通信に使用される共通の JMS プロバイダは、レジストリ プロセスで起動および実
行されます。

レジストリの完全修飾名は、tcp://ホスト名または IP アドレス:2010/レジストリ名です。以下に例を示します。

• tcp://localhost:2010/Registry
• tcp://myserver:2010/Registry
• tcp://myserver.example.com:2010/Registry
• tcp://172.24.255.255:2010/Registry

には、レジストリ モニタが含まれています。これを使用して、テスト スイートのテスト ケース、シミュレータ、コー
ディネータ、および仮想環境をモニタできます。
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レジストリの起動

NOTE

レジストリを開始する前に Identity and Access Manager が実行されている必要があります。Identity and
Access Manager が実行されていない場合、レジストリを開始できません。

 

レジストリがローカルにインストールされていない場合は、レジストリがインストールされているサーバにログインしま
す。レジストリを起動するには、以下のいずれかの手順に従います。

Windows で有効

• コマンド プロンプトを開き、LISA_HOME\bin ディレクトリに移動して、以下のコマンドを入力します。

Registry

• Windows の［スタート］メニューのプログラムのリストから、［］-［レジストリ］を選択します。
• LISA_HOME\bin ディレクトリにある Registry.exe ファイルをダブルクリックします。

UNIX で有効

• ターミナル ウィンドウを開き、LISA_HOME/bin ディレクトリに移動して、以下のコマンドを入力します。

./Registry

以下のメッセージが表示されるまで待ちます。

Registry Ready.

名前付きレジストリの作成

名前付きレジストリを作成するには、-n オプションを指定してレジストリ実行可能ファイルを実行します。

LISA_HOME\bin\Registry -n RegistryName

以下の例では、registry1 という名前のレジストリを作成します。

Windows で有効

cd C:\Lisa\bin

Registry -n registry1

UNIX で有効

cd Lisa/bin

./Registry -n registry1
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レジストリの変更

で作業している場合は、別のレジストリに切り替えることができます。

以下の手順に従います。

1. メイン メニューから［システム］-［レジストリ］-［ レジストリの変更］を選択します。
［ レジストリの設定］ダイアログ ボックスが表示されます。

2. レジストリ名を入力するか、ドロップダウン リストから以前に使用したレジストリを選択します。
3. チェック ボックスをオンまたはオフにします。
オン： の起動時に［ レジストリの設定］ダイアログ ボックスが表示されます。
オフ：  は起動時に、最後に接続したレジストリに接続します。

4. ［OK］をクリックします。

TIP

registry.log に「Too many open files」例外が、特に Linux で表示されている場合、「/etc/security/limits.conf」
および「/etc/sysctl.conf」でユーザごとおよびシステム全体の開けるファイルの制限を増やすように管理者に依
頼してください。

その後、必ず  コンポーネントを再起動してださい。

コーディネータ サーバ
コーディネータ サーバはテスト ランの情報をドキュメントとして受け取り、1 つ以上のシミュレータ サーバで実行され
るテストをコーディネートします。

テストをステージングする際、テストをコーディネイトするコーディネータ サーバを選択します。また、テストのイン
スタンスを実行するときに使用するシミュレータ サーバを指定するステージング ドキュメントも指定します。どのコー
ディネータ サーバも、任意のシミュレータ サーバで（ステージング ドキュメントに基づき）インスタンスを起動できま
す。

コーディネータ サーバはメトリック収集およびレポートを管理し、モニタ用のテスト データを  に送信します。 環境に
は、複数のコーディネータ サーバが配置可能であり、一般的には複数のコーディネータ サーバが配置されています。

コーディネータ サーバは、ステージング ドキュメント、テスト ケース、および設定が提供されたときにテストを実行し
ます。

lisa.coordName プロパティは、コーディネータ サーバのデフォルト名を設定します。

lisa.coordName=Coordinator

コーディネータ サーバの完全修飾名は、tcp://ホスト名または IP アドレス:2011/コーディネータ名 です。

コーディネータ サーバの作成

コーディネータ サーバを作成するには、以下のコマンドを実行します。

LISA_HOME\bin\CoordinatorServer -n CoordinatorServerName -m RegistryName

以下の例では、coordinator1 という名前のコーディネータ サーバを作成します。関連するレジストリの名前は
registry1 です。

Windows で有効

 329



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

cd C:\DevTest\bin

CoordinatorServer -n coordinator1 -m tcp://localhost:2010/registry1

UNIX で有効

cd DevTest/bin

./CoordinatorServer -n coordinator1 -m tcp://localhost:2010/registry1

--version オプションを使用するとバージョン番号を表示できます。

詳細については、「サービスとしてのサーバ コンポーネントの実行」を参照してください。

コーディネータ サーバのモニタ

が関連するレジストリに対応付けられている場合、実行中のコーディネータ サーバが［レジストリ モニタ］に表示され
ます。

レジストリ モニタからコーディネータ サーバをモニタする方法

1. で［レジストリ モニタの切替］アイコンをクリックします。
2. ［コーディネータ サーバ］タブをクリックします。

コーディネータ サーバは、 ポータルにも表示されます。

ポータルからコーディネータ サーバをモニタする方法

1. ポータルから、［モニタ］-［テスト］を選択します。
2. コーディネータ サーバ列にコーディネータが示されます。
コーディネータ別に並べ替えるには、列見出しの矢印をクリックします。

シミュレータ サーバ
シミュレータ サーバは、コーディネータ サーバの管理下でテストを実行します。

仮想ユーザまたはテスト インスタンスは、シミュレータ サーバで作成および実行されます。仮想ユーザの数、そして展
開するシミュレータ サーバの数は、実行されるテストの性質によって決まります。仮想ユーザはそれぞれがクライアン
ト システムと通信します。

多数の仮想ユーザによる大規模なテストの場合は、仮想ユーザを複数のシミュレータ サーバに配分できます。

lisa.simulatorName プロパティは、シミュレータ サーバのデフォルト名を設定します。

lisa.simulatorName=Simulator

シミュレータ サーバの完全修飾名は、tcp://ホスト名または IP アドレス:2014/シミュレータ名 です。
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シミュレータ サーバの作成

シミュレータを作成するには、以下のコマンドを実行します。

LISA_HOME\bin\Simulator -n SimulatorName -m RegistryName

以下の例では、simulator1 という名前のシミュレータを作成します。関連するレジストリの名前は registry1 です。

Windows で有効

cd C:\DevTest\bin

Simulator -n simulator1 -m tcp://localhost:2010/registry1

UNIX で有効

cd DevTest/bin

./Simulator -n simulator1 -m tcp://localhost:2010/registry1

-i オプションを使用すると、このシミュレータの仮想ユーザの数を指定できます。以下に例を示します。

Simulator -n simulator1 -m tcp://localhost:2010/registry1 -i 100

--version オプションを使用するとバージョン番号を表示できます。

シミュレータを作成するとき、-n オプションを使用してコロンとデフォルト以外のポート番号を指定すると、デフォル
ト ポート番号を上書きできます。以下に例を示します。

Simulator -n testSim1:35001

複数のシミュレータを実行するには、上記のように、コマンド プロンプトを使用してシミュレータを作成します。

その名前においてポート番号が指定されていない場合、シミュレータはまずポート 2014 を使用しようとします。2014
が既に使用されている場合は、2015、2016 の順に 2024 まで試します。

ポートの使用の詳細については、「デフォルト ポート番号」を参照してください。

シミュレータをサービスとして実行する方法については、「サービスとしてのサーバ コンポーネントの実行」を参照し
てください。

複数のシミュレータの設定については、以下のビデオを参照してください。

シミュレータ サーバのモニタ

が関連するレジストリに対応付けられている場合、実行中のコーディネータ サーバが［レジストリ モニタ］に表示され
ます。
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レジストリ モニタからシミュレータ サーバをモニタする方法

1. で［レジストリ モニタの切替］アイコンをクリックします。
2. ［シミュレータ］タブをクリックします。

シミュレータ サーバは、 ポータルにも表示されます。

 ポータルからシミュレータ サーバをモニタする方法

1.  ポータルから、［モニタ］-［テスト］を選択します。
2. ［ステータス］タブには、各テストに使用されるシミュレータが表示されます。

コマンドライン ユーティリティ
LISA_HOME\bin ディレクトリには、以下のコマンドライン ユーティリティが含まれています。

• Application Insight コマンドライン ツール
PFCmdLineTool コマンドでは、コマンド ラインからさまざまな Application Insight タスクを実行できます。詳細に
ついては、「Application Insight コマンド ライン ツール」を参照してください。

• CVS マネージャ
CVS マネージャでは、コマンドライン オプションを使用して CVS ダッシュボードに対してモニタを追加および削除
できます。詳細については、「CVS マネージャ」を参照してください。

• Make Mar
Make Mar では、MAR 情報ファイル（スタンドアロンまたはアーカイブ内）の内容を表示したり、MAR 情報ファイ
ルからモデル アーカイブ ファイルを作成したりすることができます。詳細については、「Make Mar」を参照してく
ださい。

• サービス イメージ マネージャ
サービス イメージ マネージャは、サービス イメージ（新規または既存）へトランザクションをインポートしたり、2
つ以上のサービス イメージを結合したりするために使用します。詳細については、「ServiceManager の使用」を参
照してください。

• サービス マネージャ
サービス マネージャは、実行中のサーバ プロセスのステータスの確認、リセット、または停止のために使用します。
詳細については、「サービス マネージャ」を参照してください。

• テスト ランナー
テスト ランナーは、 の「ヘッドレス」バージョンです。機能は同じですが、ユーザ インターフェースがありませ
ん。詳細については、「テスト ランナー」を参照してください。

• VSE マネージャ
VSE マネージャは、仮想サービス環境を管理するために使用します。詳細については、「VSE マネージャ コマン
ド」を参照してください。

Application Test での DevTest ポータルの使用
 ポータルは、 製品で最もよく使用されるワークフローへのアクセスを簡単にする Web ベースのアプリケーションで
す。 は上級ユーザ向けのメイン アプリケーションであり、 製品の内部で使用できるすべての機能が含まれています。

このセクションには、ポータルを使用してサポート対象機能のテスト ケースおよびスイートを作成および実行する方法
の詳細情報が記載されています。

NOTE

詳細情報：
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• DevTest ポータル
• API テストの作成
• テストのモニタ
• テスト アーティファクトの管理

API テストの作成
［API テスト］ウィンドウでは、手動で、または既存の API テストもしくはファイル システムの要求/応答ペアを使用し
て、テストを構築できます。

以下の手順に従います。

1. ポータルで、［作成］-［API テスト］を選択します。
2. ［名前］フィールドにテストの名前を入力します。テスト名が一意であるようにするため、テスト ランの後、入力し
た名前にデート スタンプおよびタイム スタンプが追加されます。

3. ［プロジェクト］ドロップダウン リストからプロジェクトを選択するか、またはプロジェクト名を入力します。プロ
ジェクトが存在する場合、この API テストはそのプロジェクトに追加されます。プロジェクトが存在しない場合は、
作成されます。

4. ［ベース URL］フィールドに、要求/応答ペアの URL のベース部を入力します。ベース URL は、実行時に要求が接
続される URL です。たとえば、以下のように入力します。

http://localhost:8080

5. （オプション）［説明］フィールドに、テストの簡単な説明を入力します。

NOTE

詳細情報：

• テストからの要求/応答ペアのインポートによるテストの作成
• ファイルからの要求/応答ペアのインポートによるテストの作成
• 手動でのテスト スイートの作成
• API テストの編集

テストからの R/R ペアのインポートによるテストの作成

既存の API テストをテスト エディタにロードすることで、テストを作成できます。

以下の手順に従います。

1. 要求/応答ペア エディタ ツールバーで、［既存のテストからの要求/応答ペアのインポート］

をクリックします。
［既存の API テストから選択］ウィンドウが表示されます。

2. リソース サーバで利用可能なすべてのプロジェクトと、各プロジェクトで利用可能な API テストがリストで表示され
ます。
ポータルに API テストを作成していない場合、ドロップダウン リストには項目が表示されません。

3. プロジェクト名をフィルタするには、［フィルタ］フィールドに文字列を入力します。
4. API テストをインポートするには、テストを選択して［ロード］をクリックします。
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ファイルからの R/R ペアのインポートによるテストの作成

要求/応答ペアを ZIP ファイルからテスト エディタにロードすることで、テストを作成できます。

以下の手順に従います。

1. R/R ペア エディタ ツールバーで、［ローカル ZIP ファイルからの R/R ペアのインポート］

をクリックします。
［要求/応答ペアのインポート］ウィンドウが表示されます。

2. R/R ペア ファイルが含まれる ZIP ファイルを指定するには、ファイル システムを参照するか、または ZIP ファイル
をウィンドウにドラッグ アンド ドロップします。
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ウィンドウの［リソース］セクションに記載された、要求/応答ペア ファイルの要件に注意します。zip ファイルを
アップロードする場合、要求/応答ペアは zip ファイルのルートに配置されている必要があります。

NOTE

ネイティブ OSX 圧縮ユーティリティを使用して zip ファイルを作成した場合、このユーティリティはファ
イル内に追加の _MACOSX フォルダを作成できます。このフォルダは、 が要求/応答ペアを見つけるのを阻
止します。ファイルを正常にインポートするには、このフォルダを削除するか、zip ファイルの作成に別の
ユーティリティを使用する必要があります。

3. インポートする R/R ペア ファイルを選択します。要求/応答ペア ファイルをすべて選択するには、［File Name (ファ
イル名) ］チェック ボックスをオンにします。
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4. ［インポート］をクリックします。

すべてのユーザの読み取り/書き込みアクセスに対してインストール ディレクトリが有効であることを確認します。そう
でない場合、要求/応答ペアのインポートは失敗します。これは、インポートによって、データがプロジェクト フォルダ
に格納されるためです。

手動でのテスト スイートの作成

テストを手動で作成するには、Test Editor を使用します。

以下の手順に従います。

1. ［要求/応答ペアの追加］

をクリックします。
0 という番号の付いた、最初の R/R ペアが表示されます。デフォルト名は、Baseline-0 です。名前を変更するには、
名前をダブルクリックします。編集を終了したら、Enter キーを押して編集モードを終了します。

2. 右側ペインで、要求/応答ペア名の下にあるドロップダウン リストから［Web サービス］を選択します。有効なオプ
ションは、REST および SOAP です。

3. 以下のいずれかの操作を実行します。
– REST の場合は、［タイプ］（GET、POST、PUT、または DELETE）および［リソース パス］（Web サービス
へのパス）を入力します。

– SOAP の場合は、［バージョン］（SOAP 1.2 または SOAP 1.1）、［エンドポイント］（この要求の特定のエン
ドポイント）、および［SOAP アクション］（SOAP 1.2 の場合はオプション）を入力します。

4. ［要求］フィールドに、要求のテキストを入力します。
5. ［応答に対するアサーション］フィールドに、応答のテキストを入力します。

API テストの編集

テストを編集するには、テスト エディタを使用します。
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テストの名前を変更するには、名前をダブルクリックし、新しい名前を入力して、Enter をクリックします。

API テストを作成するには、［作成］をクリックします。テストが正常に作成されると、新しいテストが［テスト エ
ディタ］ページで自動的に開きます。

API テストを作成して実行するには、［作成して実行］をクリックします。テストが正常に作成されると、モニタリング
ポートレットが表示されます。

WARNING
がテスト ファイル名に「.invalid」を付け加える最も可能性の高く一般的な理由は、（たとえば、動的 Java 実
行ステップで）テストに必要な Java クラスを  で利用できないからです。このようなテスト ファイルを保存ま
たは閉じると、 はテストのコピーを作成し、テストのコピーの名前を「.invalid」拡張子に変更します。

テストの監視
［テスト モニタ］ウィンドウでは、Application Test で実行された API テスト、テスト ケース、およびテスト スイート
を参照できます。このウィンドウから、実行されているテストを停止したり、強制終了したりすることもできます。

選択条件に適合するテストまたはスイートがない場合、［テストの作成］または［テストの実行］をクリックできます。

検索オプションを切り替えるには、［フィルタ］ボタンをクリックします。

テストおよびスイートのフィルタ処理

データベースから返されるテスト ケースおよびテスト スイートをフィルタするには、［フィルタ オプションの切り替

え
］
をクリックします。

以下のフィールドに入力します。

• 開始
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テスト ケースおよびテスト スイートの開始日時を定義します。
• 終了
テスト ケースおよびテスト スイートの終了日時を定義します。

• Executed By
テスト ケースまたはテスト スイートをサブミットしたユーザを指定します。

先週実行されたテスト ケースおよびテスト スイートを表示するには、デフォルト値の［過去 7 日間］のままにします。
ドロップダウン リストを使用して、さまざまな日時範囲を選択できます。

結果が表示されたら、ペインの一番上のフィルタ オプションを使用して、さらにフィルタすることができます。

• Filter by Name
特定のテスト ケースまたはスイートの結果のみを表示するには、テストまたはスイートの名前またはその一部を入力
します。

• Filter by Executed By
特定のユーザがサブミットしたテスト ケースおよびスイートのみを表示するには、ユーザ ID またはその一部を入力
します。

また、［テスト］または［スイート］のいずれかを選択することで、タイプによってフィルタすることもできます。結果
によってフィルタするには、［合格］、［失敗］、［中止］、または［実行中］を選択します。

表示する行数を選択するには、［ページ サイ

ズ

］
をクリックします。

テストおよびスイートのモニタ

［スイート/テスト］ペインには、入力したフィルタ基準に一致する、テスト ケースおよびスイートが表示されます。

サマリ アイコンでは、成功、失敗、中止、または実行中のサイクルの数が表示されます。
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以下のフィールドが表示されます。

• 名前
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テスト ケースまたはスイートの名前が表示されます。スイート名の前にはプラス記号またはマイナス記号がありま
す。スイートのテスト ケースを展開するか、または折りたたむには、その記号をクリックします。 ポータルで作成さ
れたテスト スイートでは、スイート名にデート スタンプおよびタイム スタンプが追加されます。
名前にマウス カーソルを置くと、情報アイコンが名前の右側に表示されます。テストまたはスイートの詳細について
は、そのアイコンをクリックしてください。

• ステータス
テスト ケースまたはテスト スイートのステータス（合格 、失敗 、ステージングに失敗しました、中止、または実行
中 ）が示されます。

• Errors/Warnings
各テスト ケースおよびテスト スイートのエラー（灰色の円に表示）および警告（黄色の円に表示）の数が表示されま
す。

• 開始時間
各テスト ケースおよびテスト スイートの開始日時が表示されます。

• 期間
テスト ケースまたはテスト スイートの実行の期間（秒単位）が表示されます。

• Executed By
テスト ケースまたはテスト スイートのサブミット実行者の ユーザ ID が表示されます。

• コーディネータ サーバ
このテスト ケースまたはテスト スイートで使用されるコーディネータ サーバが表示されます。

• 説明
テスト ケースまたはテスト スイートの説明が表示されます。

テストの停止または強制終了

以下の手順に従います。

1. 実行中のテストの名前の上にカーソルを移動し、右クリックします。
2. メニューから、［テストの停止］または［テストの強制終了］を選択します。
［テストの停止］では、テストが次の論理的な終了に到達するか失敗した後、テストを停止します。新しいサイクル
は開始されません。
［テストの強制終了］では、現在のステップが完了した直後にテストを停止します。

テストおよびスイートの詳細の表示

［スイート/テスト］ペインから、テストおよびスイートの詳細を表示できます。テスト ケースの実行に関する詳細を表
示するには、テスト ケース名をクリックします。［ステータス］タブが表示されます。

サイクルが複数あるテスト ケース

サイクルが複数あるテスト ケースの場合は、各サイクルのステータスを示す、サイクルの詳細が表示されます。
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各サイクルについて、以下のフィールドが表示されます。

• 開始時間
テスト ケースの各サイクルについて、開始日時が表示されます。

• Errors/Warnings
各テスト ケースおよびテスト スイートのエラー（灰色の円に表示）および警告（黄色の円に表示）の数が表示されま
す。

• ステータス
テスト ケースまたはテスト スイートのステータスを示します。
–

合格
–

失
敗

–

中止
–

実行中
• 仮想ユーザ
各サイクルの仮想ユーザの数が表示されます。

• Cycle Number
サイクル実行のインデックスが表示されます。テスト ランのサイクルが 1 つのみの場合の サイクル番号 は 0 です。

• 期間
テスト ケースまたはテスト スイートの実行の期間（秒単位）が表示されます。

• コーディネータ サーバ
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サイクルで使用されるコーディネータ サーバが表示されます。
• シミュレータ サーバ
サイクルで使用されるシミュレータ サーバが表示されます。

Cycle Details

サイクル詳細を表示するには、以下のいずれかのアクションを実行します。

• サイクルが複数あるテスト ケースの場合は、サイクルのタイム スタンプをダブルクリックする
• サイクルが 1 つのみのテスト ケースの場合は、テスト ケース名をダブルクリックする

テスト ケースの各テスト ステップが表示されます。各ステップと関連付けられているデータ セット、フィルタ（グロー
バルおよび非グローバル）、アサーション（グローバルおよび非グローバル）、コンパニオン、イベント アクションも
すべて表示されます。

テスト ケースのステップをすべて展開するには、［すべて展開］をクリックします。ステップをすべて折りたたむに
は、［すべて折りたたむ］をクリックします。

各エレメント名の左側に、矢印

が表示されます。要求/応答、イベント、エラーまたは警告、プロパティなどの、エレメントに関する詳細情報を表示す
るには、矢印をクリックします。

ステップでエラーまたは警告が発生した場合、ステップ名の右側にある灰色の円（エラーの場合）またはオレンジの円
（警告の場合）に、エラーおよび警告の数が表示されます。この数にマウス カーソルを置くと、エラーまたは警告のテ
キストが表示されます。
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ステップに要求および応答が含まれる場合は、［要求］

または［応答］

をクリックすると、その詳細が表示されます。

要求または応答のテキストを検索するには、［検索］

をクリックします。クエリ文字列を入力し、［Enter］をクリックします。

NOTE
イベントまたはプロパティが含まれたステップのイベントまたはプロパティが表示されない場合は、
そのテストのステージング ドキュメントを確認して、設定または参照された、イベント、要求、応
答、スクリーンショット、およびプロパティが記録されるように設定されていることを確認してくださ
い。Run1User1CycleShowAll ステージング ドキュメントを使用して、すべてがキャプチャされることを確認
できます。

要求または応答のビューを展開するには、［展開］

をクリックします。

テストが使用するステージング ドキュメントを表示するには、［ステージング ドキュメント］タブをクリックします。

テストに関連付けられたドキュメントを表示するには、［ドキュメント］タブをクリックします。

アサーション、フィルタ、データ セット、およびコンパニオンの詳細の表示

アサーション、フィルタ、データ セット、およびコンパニオンの結果の詳細を表示するには、エレメント名の左側の矢
印

を
クリックします。

アサーションの詳細

フィルタ バーの適切なチェック ボックスをオンにすることで、起動されたアサーションまたは評価されたアサーション
の詳細を選択して表示することができます。

起動されたアサーションの詳細では、アサーションによって作成されたメッセージ、およびアサーションの結果が表示さ
れます。
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評価されたアサーションの詳細では、アサーションによって作成されたメッセージ、およびアサーションの結果が表示さ
れます。

フィルタの詳細

フィルタの詳細では、フィルタによって設定されたプロパティが表示されます。

データ セットの詳細

データ セットの詳細では、データ セット コンテンツ、およびデータ セットによって変更されたプロパティが表示され
ます。
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コンパニオンの詳細

コンパニオンの詳細では、コンパニオンによって実行されたアクションが表示されます。

 

 

CVS （継続的検証サービス）でのモニタ
継続的検証サービス（CVS）では、長期間にわたって定期的に実行するテストおよびテスト スイートをスケジュールで
きます。

CVS には、スケジュールされたテスト（サービス）のリストやそれぞれのステータスを保守するためのダッシュボード
があります。CVS ダッシュボードからテストを選択し、各テスト ランをモニタすることができます。

モニタには、単一のテストまたはテスト スイート全体が含まれます。1 つのサービスには 1 つ以上のモニタが含まれま
す。

コーディネータは、シミュレータで実行されるテストを管理します。状態は  レジストリのデータベースで管理されま
す。

CVS ダッシュボードからは、その中のサービスまたは個々のモニタの実行を選択できます。

前提条件

CVS は  環境で実行されます。

レジストリを使用して登録および実行されているコーディネータ サーバおよびシミュレータ サーバが必要です。

環境の設定の詳細については、「インストール」を参照してください。

ポータルまたは  から CVS ダッシュボードを開くことができます。

CVS ダッシュボードを開く

ポータルから CVS ダッシュボードを開く方法

左ナビゲーション パネルから［モニタ］、［CVS］を選択します。

から CVS ダッシュボードを開く方法
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左ナビゲーション パネルから［表示］-［CVS ダッシュボード］を選択します。

NOTE
CVS ダッシュボードまたは  を閉じても、CVS のスケジュールされたタスクには影響しません。レジストリに
再接続すると、ダッシュボードに現在のデータおよびステータス情報が表示されます。

CVS ダッシュボードの概要

CVS ダッシュボードには、以下のタブがあります。CVS ダッシュボードに表示されるリストをリフレッシュするには、
ウィンドウの下部にある［リフレッシュ］をクリックします。

［概要］タブまたは［モニタ］タブ

ポータルでは、CVS ダッシュボードの最初のタブの名前は［概要］です。 では、最初のタブの名前は［モニタ］です。
これらの機能は同じです。

［概要］タブには、CVS ダッシュボードに追加されたすべてのモニタ（テストまたはテスト スイート）のリストが表示
されます。CVS ダッシュボードには、自分が開始したモニタだけでなく、関連付けられている  レジストリで実行されて
いるすべてのモニタがリスト表示されます。

CVS ダッシュボードが、［概要］タブがアクティブな状態で表示されます。

1 つまたは多数のサービスで実行する多数のモニタを追加できます。1 つのサービスには 1 つ以上のモニタが含まれま
す。

サービスの実行をスケジュールできます。そのサービス内のモニタは、スケジュールされた時間にすべて実行されます。
サービスは、スケジュールされた間隔でバックグラウンドで実行されます。

1 つのサービスにモニタを追加するか、または異なるサービスにモニタを追加できます。1 つのサービスに追加されたす
べてのモニタは、そのサービス名の後に追加されて表示されます。

上部パネル

実行された特定のサービス内のテストは、すべて色付きのボール形で示されます。

• 緑： 完了したテスト。
• 赤： 失敗したテスト。
• 黄： ステージング ドキュメントにエラーがあったテスト。

アイコンは、テスト ランの完了、失敗、エラー、ステージングのエラー、不明なエラーを表します。これらのアイコン
は、実行後のモニタの状態を示しています。

上部パネルの右側には、現在実行されているジョブがグラフで表示されます。

下部パネル

下部パネルには、サービスで実行されている各モニタのステータスが表示されます。

下部パネルには、実行中または最後の実行が完了したモニタがすべて表示されます。実行が完全に終了した（再度実行さ
れることがスケジュールされてない）モニタは、このリストには表示されません。

このテーブルには、以下の情報が表示されます。
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• モニタ名： モニタに付けられた名前
• 実行中： このモニタが実行中かどうか（true/false）
• アクティブ： このモニタがアクティブかどうか（true/false）
• ドキュメント： ドキュメントの名前（このモニタと関連付けられているテスト ケース、ステージング ドキュメン
ト、およびスイート ドキュメントなど）

• 最後の実行： このモニタの最後の実行日時
• 次回の実行： このモニタの次にスケジュールされている開始時刻
• 間隔： このモニタのスケジュールの詳細

列は並べ替えて表示することや、表示または非表示にすることができ、カスタマイズが可能です。

モニタに関連する情報を表示するには、モニタをダブルクリックします。

ツールバー

ツールバー タブには、以下のボタンのあるツールバーが表示されます。

• モニタを展開/再展開： ダッシュボードにモニタを展開または再展開します。「CVS へのモニタの展開」を参照して
ください。

• 属性を表示： モニタに関連する情報を表示します。
• 削除： ダッシュボードからモニタを削除します。
• 今すぐ実行： モニタをすぐに実行します。
• 非アクティブ化： モニタを非アクティブにする場合にクリックします。非アクティブとは、リストには残るものの実
行されないことを意味します。また、以前に非アクティブ化されたモニタを再度アクティブにする場合にもこのボタ
ンをクリックします。

• 結果を表示： 実行結果をレポート ビューアで表示する場合にクリックします。

CVS ダッシュボードを  から直接実行（ からダッシュボードの表示を選択）した場合は、以下のボタンも表示されま
す。

•
ダッ

シュボード上のリストをリフレッシュします。
•

一
定期間後にダッシュボード上のリストを自動的にリフレッシュします。

CVS ダッシュボードを  ポータルから実行すると、ウィンドウの右上に以下のボタンが表示されます。

•

ダッシュボード上のリストをリフレッシュします。
•

一
定期間後にダッシュボード上のリストを自動的にリフレッシュします。

ブラウザから CVS ダッシュボードを直接実行した場合は、これらのボタンは表示されません。

［グラフ］タブ

［グラフ］タブには、CVS ダッシュボード内のテストがグラフィカルな形式で表示されます。このタブには、成功また
は失敗したテストのグラフィカルなサマリが表示されます。

［グラフ］タブは、3 つのグラフィカルな表示で構成されています。これらは、直前の 60 分間のアクティビティを表示
および追跡します。
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CVS ダッシュボードを  ポータルから実行する場合、［サービスの選択］フィールドに表示する特定のモニタを入力でき
ます。

CVS ダッシュボードを  または Web ブラウザから実行する場合、［フィルタ モニタ］では、表示する特定のモニタを選
択できます。

以下の手順に従います。

1. ウィンドウの上部にある［フィルタ モニタ］をクリックします。
利用可能なモニタのリストが表示されます。

2. 確認するモニタを選択します。
以下のセクションに詳細が表示されます。
– モニタ別の合格/失敗： ［モニタ別の合格/失敗］グラフには、各モニタの合格/失敗の結果のヒストグラムを重ねた
ものが表示されます。ヒストグラムにカーソルを置くと、上部の［モニタ別の合格/失敗］パネルにテキスト形式
で結果が表示されます。

– 合格/失敗率： ［合格/失敗率］グラフには、合格したテスト（緑）の総数と失敗したテスト（赤）の総数のパーセ
ンテージが円グラフとして表示されます。

– モニタ別平均応答時間： ［モニタ別平均応答時間］グラフには、直前の 60 分間のアクティビティに対する各モニ
タの平均応答時間が示されます。各モニタは色分けされています。モニタにカーソルを置くと、ツールヒントに平
均応答時間が表示されます。

［モニタ別の合格/失敗］では、テストやスイートをグラフィカルな形式で表示することを選択できます。

［イベント］タブ

［イベント］タブには、テスト ランの開始、終了、失敗など、モニタの実行の段階に対応するさまざまなイベントが表
示されます。

アクティビティの最後の 60 分間に対して、以下の情報が表示されます。

• タイム スタンプ： イベントが発生した時刻。
• サービス名： モニタが存在するサービスの名前。
• モニタ名： イベントが発生したモニタの名前。
• ドキュメント： イベントが発生したモニタに関連付けられているドキュメントのリスト。
• アクション： イベントによってレポートされたアクション。開始イベントは青、ステージング エラー イベントは
黄、完了イベントは緑、失敗したイベントは赤で表示されます。

• メッセージ： イベントによってレポートされたメッセージ。テキストがメッセージのセルより長い場合は、セルを右
クリックして拡張ビュー ウィンドウを呼び出すことができます。［メッセージ］フィールドをダブルクリックする
と、メッセージのテキスト全体を参照できます。

CVS ダッシュボードを  ポータルから実行する

と、
はダッシュボードのリストをリフレッシュします。［自動リフレッシュ］チェック ボックスを選択すると、表示が自動
的にリフレッシュされます。

CVS ダッシュボードを  または Web ブラウザから実行する場合、パネルの下部にある［自動リフレッシュ］を選択する
と、イベントをリアルタイムで表示できます。また、［自動リフレッシュ］ボックスがオフの状態で［リフレッシュ］を
クリックすると、リストを手動でリフレッシュできます。すべての列がウィンドウに表示されるように、列のサイズを調
整することもできます。

テスト サイクルのエラー

時にはテスト サイクルが失敗することがあります。サイクルにエラーがある場合は、［アクション］リストに別の色で
表示されます。イベントをダブルクリックすると、展開されたウィンドウに関連するメッセージが表示されます。
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CVS へのモニタの展開

CVS にモニタを展開するには、以下の方法のいずれかを使用します。

ポータルによるモニタの展開

この手順を実行するには、モニタのモデル アーカイブが作成されている必要があります。

以下の手順に従います。

1. CVS ダッシュボードの［概要］タブで、［展開/再展開］をクリックします。
新しいモニタのための［モニタを展開/再展開］ウィンドウが表示されます。

2. ［モデル アーカイブ］フィールドに、MAR ファイルの名前を入力します。
3. MAR が以前に展開されている場合は、［モニタが存在する場合は置換］チェック ボックスをオンまたはオフにしま
す。

4. ［展開/再展開］をクリックします。
モニタが CVS ダッシュボードに追加されます。

によるモニタの展開

この方法の唯一の前提条件は、テスト ケースまたはスイートが存在することです。

以下の手順に従います。

1. の左側にあるプロジェクト パネルからテスト ケースまたはスイートを右クリックし、［モニタとして CVS に展
開］を選択します。
モニタ情報を表すタブの集合が表示されます。これは、「モニタ MAR 情報ファイルの作成」で必要な情報と同じで
す。

2. ［展開］をクリックして、モニタを展開します。

CVS ダッシュボードによるモニタの展開

この手順を実行するには、モニタのモデル アーカイブが作成されている必要があります。

以下の手順に従います。

1. CVS ダッシュボードの［モニタ］タブで、［モニタを展開/再展開］をクリックします。
新しいモニタのための［モニタを展開/再展開］ウィンドウが表示されます。

2. ［モデル アーカイブ］フィールドに、MAR ファイルの名前を入力します。
3. MAR が以前に展開されている場合は、［モニタが存在する場合は置換］チェック ボックスをオンまたはオフにしま
す。

4. ［展開/再展開］をクリックします。
モニタが CVS ダッシュボードに追加されます。

cvsMonitors ディレクトリによるモニタの展開

この手順を実行するには、モニタのモデル アーカイブが作成されている必要があります。

以下の手順に従います。

1. LISA_HOME\cvsMonitors ディレクトリに移動します。
2. このディレクトリに MAR ファイルを追加します。
この後、同じディレクトリに MAR ファイルの新しいバージョンを配置すると、モニタを更新できます。
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CVS マネージャによるモニタの展開

CVS モニタを展開するためのコマンドライン オプションの詳細については、「CVS マネージャ」を参照してください。

電子メール通知の設定

CVS ユーティリティで新しいテストをスケジュールするたびに、モニタを CVS ダッシュボードに展開する必要がありま
す。

モニタ ウィンドウでは、電子メール アドレスも設定できます。電子メール アドレスを設定すると、指定した期間にモニ
タが実行されるたびに電子メール通知を受信できます。

TIP

複数の電子メール アドレスに電子メールを送信するには、このフィールドに配布リストの電子メール アドレス
を入力します。

電子メール通知を設定するには、lisa.properties ファイルを更新します。

また、メール サーバ設定を変更し、以下の例のようにメール ホストを入力する必要があります。

# If you use performance monitoring alerts, this is the "from" email address of those alerts

# lisa.alert.email.emailAddr=lisa@itko.com

 

# And this is the email server we will attempt to route emails with (SMTP server)

# lisa.alert.email.defHosts=localhost

lisa.properties ファイルでこの情報のコメントを外すには、ファイルの最初の列から # を削除します。

を再起動して、メール サーバ設定を設定します。

CVS で実行するテストを展開する場合は、次のフィールドに入力します。

• 通知電子メール： テスト ランの結果を電子メールで通知するための電子メール アドレスを入力します。

テストが実行されるごとに、電子メールを受信します。

直ちにモニタを実行

上部パネルにサービスを追加すると、それらはスケジュールされた時間間隔で自動的にバックグラウンドで実行されま
す。

特定のモニタをすぐに実行する場合は、ツールバーを使用します。

以下の手順に従います。

1. モニタを展開します。
2. モニタが［概要］タブの下部パネルにリストされている場合は、それを選択します。
3. ［今すぐ実行］をクリックして、モニタをすぐに実行します。
下部パネルでは、実行中のモニタは確認できません。

4. 実行が完了したモニタを確認するには、CVS ダッシュボードの［イベント］タブに移動して、-now というサフィッ
クスが付いたモニタを確認します（例： Test 3-now）。
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テストの詳細の表示

テスト ランの詳細は、CVS ダッシュボードで表示できます。

以下の手順に従います。

以下のいずれかの操作を実行します。

• サービスをダブルクリックします（ を通して CVS ダッシュ ボードを実行している場合にのみ使用可能）。
• モニタをダブルクリックします。

テストに関連する詳細のウィンドウが表示されます。

また、CVS ダッシュボードの［イベント］タブを表示することもできます。すべての列が表示されるように、列のサイ
ズを調節できます。メッセージのテキスト全体を表示するには、［メッセージ］フィールドをダブルクリックします。

スケジュールされたテストの実行中に生成されるレポートは、すべてレポート ビューアで表示できます。

CVS マネージャ

CVS マネージャ コマンドライン ユーティリティでは、継続的検証サービスに展開したモニタのセットを管理できます。
このユーティリティは、LISA_HOME\bin ディレクトリにあります。

このユーティリティの形式は以下のとおりです。

CVSManager [-h] [-m registry-spec] [-d archive-file] [-r archive-file] [-l] [-D] [-A] [-
e] [x] [-X] [-s name] [-n name] [-u username] [-p password] [--version]

• -h、--help
ヘルプ テキストを表示します。

• -m registry-spec、--registry=registry-spec
接続するレジストリを定義します。

• -d archive-file、--deploy=archive-file
指定したモデル アーカイブを CVS にモニタとして展開します。アーカイブで定義されているモニタは、存在しない
モニタおよびサービス名の組み合わせを参照している必要があります。

• -r archive-file、--redeploy=archive-file
指定したモデル アーカイブを CVS にモニタとして再展開します。アーカイブで定義されているモニタは、存在する
モニタおよびサービス名の組み合わせを参照している必要があります。

• -l、--list
現在展開されているモニタとそれぞれの情報をリスト表示します。

• -D、--pause
指定されたモニタのスケジュールされた実行を一時停止します。

• -A、--resume
指定されたモニタのスケジュールされた実行を再開します。

• -e、--execute-now
スケジュールにかかわらず、指定したモニタをすぐに実行します。この操作は、モニタのスケジュールされている実
行には影響しません。

• -x、--remove
CVS からモニタを削除します。サービス名とモニタ名の引数を使用して、削除するモニタを指定します。

• -X、--remove-all
CVS からすべてのモニタを削除します。サービス名が指定されている場合、そのサービス名で定義されているモニタ
のみが削除されます。

• -s name、--service-name=name
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影響するモニタのサービス名を指定します。
• -n name、--monitor-name=name
影響するモニタ名を指定します。

• -u username、--username=username
セキュリティのユーザ名を指定します。このオプションは必須です。

• -p password、--password=password
セキュリティのパスワードを指定します。このオプションは必須です。

• --version
バージョン番号を出力し、終了します。

例： モニタの展開

以下の例では、CVS にモニタを展開します。

CVSManager -d monitor.mar -u user -p password

例： モニタの削除

以下の例では、同じモニタを削除します（サービスおよびモニタの名前を仮定）。

CVSManager -x -s OrderManager -n CheckOrders -u user -p password

以下の例では、OrderManager サービス内のモニタをすべて削除します。

CVSManager -X -s OrderManager -u user -p password

以下の例では、モニタをすべて削除します。

CVSManager -X -u user -p password

テスト アーティファクトの管理
テスト アーティファクトを管理するには、左ナビゲーション パネルで［管理］を選択し、以下のオプションから選択し
ます。

• API テスト：  ポータルで作成された API テスト
• テスト：  を使用して作成されたテスト
• テスト スイート：  を使用して作成されたテスト スイート

プロジェクトを選択するには、［プロジェクト］ドロップダウンを使用します。ドロップダウンで利用可能なプロジェク
トは、LISA_HOME ディレクトリの Projects ディレクトリにあるプロジェクトです。

API テストの管理

［API テストの管理］オプションでは、 ポータルで作成されたテストを編集できます。
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以下の手順に従います。

1. ［管理］、［API テスト］を選択します。
［API テストの管理］ウィンドウが表示されます。

2. テストのリストから、テストを選択してクリックします。
テスト エディタが表示されます。

3. 「API テストの編集」で説明した、テスト エディタを使用します。

テストの管理

テストは［テスト］ウィンドウから管理します。

以下の手順に従います。

1. ［管理］-［テスト］を選択します。
［テスト］ウィンドウが表示されます。

2. テストに関する情報およびドキュメントを表示するには、［編集］

をクリックします。
3. テストを削除するには、［削除］

をクリックします。
4. テストを実行するには、［オプション］

を
クリックして［実行］を選択します。

設定ファイル、ステージング ドキュメント、またはコーディネータ サーバを変更するオプションを使用して、テストを
実行することができます。

仮想サービスからベースラインとして作成されたテストを実行する場合は、［オプションを指定して実行］を選択し
てください。次に、設定ファイル内の WSSERVER および WSPORT の値が正しく設定されていることを確認しま
す。WSSERVER のデフォルト値が CHANGE_ME の場合があります。

以下の手順に従います。

1. ［テスト］ウィンドウから、［オプション］
を

クリックし、［オプションを指定して実行］を選択します。
［テスト ケースの実行］ダイアログ ボックスが表示されます。

2. テスト用のステージング ドキュメントを変更するには、ドロップダウン リストからステージング ドキュメントを選
択します。

3. テスト用のコーディネータ サーバを変更するには、ドロップダウン リストからコーディネータ サーバを選択しま
す。

4. テスト用の設定ファイルを変更するには、［設定］フィールドのドロップダウン リストからファイル名を選択しま
す。

5. 設定ファイル内のキーおよび値を表示するには、［設定詳細］

をクリックします。
青いキーおよび値はシステム プロパティであるため、編集および削除することはできません。黒いキーおよび値は
ユーザ定義プロパティであるため、project.config ファイルで編集および削除することができます。

6. プロジェクト設定および代替設定のプロパティを編集するには、キーまたは値をダブルクリックし、フィールドを編
集します。
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7. プロジェクト設定に新しいプロパティを追加するには、以下の手順に従います。
a. ［オプション］

をクリックして、［新しいプロパティの追加］を選択します。
b. ［キー］および［値］フィールドをダブルクリックし、名前を入力します。

8. 代替設定の値をデフォルト設定に戻すには、［元に戻す］

を
クリックします。

9. プロジェクト設定プロパティを削除するには、［削除］

をクリックします。
10. 1 つのランタイム用に一時プロパティを追加するには、以下の手順に従います。

a. ［追加プロパティ］をクリックし、［追加］をクリックします。
テーブルに新しい行が表示されます。

b. ［名前］および［値］フィールドをダブルクリックし、名前を入力します。
c. 追加プロパティを削除するには、［X］をクリックします。

11.［実行］をクリックします。

テスト用の MAR ファイルをダウンロードするには、［オプション］

をクリックして［MAR のダウンロード］を選択します。

1 つのプロジェクト用にローカル プロパティを追加

あるプロジェクト（設定ファイル）のプロパティをローカルに表示するには、project.config ファイルにカスタム プロパ
ティを追加します。これらのプロパティは、そのプロジェクトのスコープ内で利用可能になります。

以下の手順に従います。

1. で DevTest Solutions プロジェクトを開きます。
2. PROJECT_ROOT/Configs に配置されている project.config ファイルを開きます。
プロパティ エディタが開きます。

3. 下部にあるプラス アイコンをクリックしてプロパティを追加します。
4. ［キー］フィールドに lisa.report.properties を入力します。
5. ［値］フィールドに、BuildNumber#VersionNumber#AppName を入力します。
または
project.config ファイルを編集して以下の行を追加し、ファイル システムに保存します。
lisa.report.properties
以下に例を示します。
 lisa.report.properties=BuildNumber,VersionNumber,AppName 
 

6. ポータルで、テスト ケースをクリックし、［オプションを指定して実行］を選択します。
7. ［追加プロパティ］タブ（下部）をクリックします。
設定ファイルでローカルに定義されたプロパティが、リストの下部にある区切り記号の後のドロップダウン リストに
表示されます。
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すべてのプロジェクト用にグローバル プロパティを追加

DevTest Solutions/インスタンスのスコープ内のすべてのプロジェクトにプロパティを一貫して表示する場合は、DevTest
システム プロパティ ファイル（lisa.properties）にカスタムのグローバル プロパティを追加できます。これらのプロパ
ティは、その DevTest Solutions インスタンス内に作成されたすべてのプロジェクトに影響します。

以下の手順に従います。

1. DevTest システム プロパティ ファイルを開きます（ メイン メニューから［システム］-［DevTest プロパティの編
集］を選択）。

2. プロパティを新しい行に含めます。
lisa.global.report.properties
以下に例を示します。
 lisa.global.report.properties=BuildNumber,VersionNumber,AppName 
 

3. ファイルを閉じます。
4. ポータルで、テスト ケースをクリックし、［オプションを指定して実行］を選択します。
5. ［追加プロパティ］タブ（下部）をクリックします。
定義済みのグローバル プロパティは、ドロップダウン リストの下の区切り文字の後に、リストの下部に表示されま
す。

テスト スイートの管理

テスト スイートは［テスト スイート］ウィンドウから管理できます。

以下の手順に従います。

1. ［管理］-［テスト スイート］を選択します。
［テスト スイート］ウィンドウが表示されます。

2. テスト スイートに関する情報およびドキュメントを表示するには、［編集］

をクリックします。
3. テスト スイートを削除するには、［削除］

をクリックします。
4. テスト スイートを実行するには、［オプション］

を
クリックして［実行］を選択します。

設定ファイルを変更するオプションを使用して、テスト スイートを実行することができます。

以下の手順に従います。

1. ［オプション］ 

をクリックし、［オプションを指定して実行］を選択します。
［テスト スイートの実行］ダイアログ ボックスが表示されます。

2. テスト スイート用の設定ファイルを変更するには、［設定］フィールドのドロップダウン リストからファイル名を
選択します。

3. 設定ファイル内の値を表示するには、［設定詳細］

をクリックします。
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青いキーおよび値はシステム プロパティであるため、編集および削除することはできません。黒いキーおよび値は
ユーザ定義プロパティであるため、プロジェクト設定で編集および削除することができます。

4. プロジェクト設定および代替設定のプロパティを編集するには、キーまたは値をダブルクリックし、フィールドを編
集します。

5. プロジェクト設定に新しいプロパティを追加するには、以下の手順に従います。
a. ［オプション］

をクリックして、［新しいプロパティの追加］を選択します。
b. ［キー］および［値］フィールドをダブルクリックし、名前を入力します。

6. 代替設定の値をデフォルト設定に戻すには、［元に戻す］

を
クリックします。

7. プロジェクト設定プロパティを削除するには、［削除］

をクリックします。
8. 1 つのランタイム用に一時プロパティを追加するには、以下の手順に従います。

a. ［追加プロパティ］をクリックし、［追加］をクリックします。
テーブルに新しい行が表示されます。

b. ［名前］および［値］フィールドをダブルクリックし、名前を入力します。
c. 追加プロパティを削除するには、［X］をクリックします。

9. ［実行］をクリックします。

テスト スイート用の MAR ファイルをダウンロードするには、［オプション］
を

クリックして［MAR のダウンロード］を選択します。

テストのレポート
ポータルで実行されたテスト ケースまたはテスト スイートの実行およびパフォーマンス データを含むレポートを表示
できます。レポートを表示、管理、共有、エクスポートすることができます。これらのレポートは以下のカテゴリに分類
されます。

• 実行レポートのテスト
• パフォーマンス レポートのテスト

レポートの表示および操作の詳細については、「レポートの表示および操作」を参照してください。

レポートの表示および操作

DevTest レポートでは、テスト、テスト スイート、仮想サービス、仮想サービス環境、およびビジネス トランザクショ
ン中にキャプチャされたデータに関する詳細なデータを表示および分析できます。このページには、これらのレポートの
表示と操作に役立つ以下のセクションが含まれています。

特定のレポートの詳細については、以下のページを参照してください。
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• 実行レポートのテスト
• パフォーマンス レポートのテスト
• 仮想サービス メトリックのレポート
• CAI インベントリ レポート
• CAI トップ N レポート
• ユーザ アクティビティ レポートの表示

［テスト］ウィンドウを開く

特定のレポートにアクセスするには:

1. DevTest ポータルの左側のナビゲーション ペインで［レポート］をクリックします。
2. 以下のいずれかのオプションをクリックします。

– CAI トップ N およびメトリック (CAI)
– Testing （テスト）
– 仮想サービスのメトリック
– 環境管理
［レポート］ウィンドウには、選択されたレポートのカテゴリで使用可能なレポートのリストが表示されます。

各レポートのウィンドウには、必要なレポートを容易に見つけることができる 2 つのビューがあります。

•

複数のカテゴリが使用可能なときに

［カテゴリ］

  をクリックすると使用可能なレポートがカテゴリごとに一覧
表示されます（デフォルトのビュー）。

•

［リスト］

  をクリックすると、すべての使用可能なレポートが 1 つのアルファベット順のリストに表示されま
す。

レポートの検索

レポート ウィザードの上部にある［検索］バーを使用してレポートを検索します。レポートを検索するには、名前の一

部または全部を［

検索

］バーに入力し、  をクリックします。たとえば、「history」と入力すると、レポート タイ
トルに「history」が含まれるすべてのレポートが表示されます。

レポートの表示

レポート ウィンドウで［レポートの開始］

（ま
たはレポートの名前）をクリックすると、選択したレポートが新しいタブで開かれます。レポート データが左ペインに
表示され、右側の［絞り込み条件］ペインにレポート フィルタ オプションが表示されます。表示されるフィルタ オプ
ションはレポートごとに異なります。

一部のレポートには、データをフィルタするために使用できる凡例があります。凡例は、レポートの値またはプロパティ
を表す色分けを示します。詳細については、下の「レポートのフィルタ」を参照してください。

ほとんどのレポートでは、線、棒、円グラフなどのグラフィカルなエレメント上にポインタを移動すると、特定のエレメ
ントに関する詳細情報を表示できます。いくつかのグラフィカルなエレメントをクリックして、より詳細なデータを提供
するサブレベルのレポートにドリルダウンすることもできます。
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レポートにいくつかのページが含まれている場合、下部にあるナビゲーション矢印を使用してページ間を移動します。
トップ レベルのレポートからサブレポートを呼び出したときには、左上にある階層リストを使用して元のレポートに戻
ることができます。

レポートの一部を拡大表示するには、その領域でクリックしてポインタをドラッグします。ズームをリセットすると、レ
ポートが元の表示に戻ります。

レポートのフィルタ

レポート データの右にある［絞り込み条件］ペインおよびレポートの下部にある凡例を使用して、レポートに表示され
るでデータをフィルタ処理することができます。選択されたフィルタでレポートをリフレッシュするには、［レポートを
取得］をクリックします。

レポート フィルタのテスト

［絞り込み条件］ペインで以下のフィルタ オプションを使用してレポートをテストすることができます。利用可能な
フィルタ オプションは、レポートによって異なります。

• 時間範囲、開始、終了

デフォルトの時間範囲、開始日時、終了日時を変更するには、
［検索期間の設定］

  をクリックします。変更内容
をこのレポートのデフォルト値として保存するには、［デフォルトに設定］を選択します。変更をレポートに適用す
るには、［OK］をクリックします。
カスタム時間範囲を設定すると、［前に戻る］

をクリックして、以前に設定された時間範囲に戻ることがきます。
• 自動リフレッシュ
指定された間隔でレポート データを自動的にリフレッシュするには、このチェック ボックスをオンにします。この
チェック ボックスをオンにすると、間隔を秒単位で指定することもできます。デフォルト値は 60 秒です。

• 集計の方法
名前を選択し、特定のランタイム属性によってレポートをグループ化します。テスト実行サマリ レポートおよびテス
ト実行の比較レポートには、［集計の方法］オプションが含まれています。

• テスト属性
テストまたはスイートが、定義済みの属性と共に実行されている場合、このオプションを使用できます。ドロップダ
ウン リストから名前と値を選択して、レポートをフィルタします。属性を追加するには、+ をクリックします。最大
で 5 つの属性を追加して、レポートをフィルタすることができます。

• スイート/テスト リスト
レポートの時間範囲に基づいて、利用可能なスイートまたはテストをリスト表示します。特定のスイートまたはテス
トのリストを検索するには、［検索］バーに名前全体または一部を入力します。レポートを生成するスイートまたは
テスト名のチェック ボックスをオンにします。

• Test Type
レポートのフィルタ リングに使用されるテスト タイプを表示します。テスト タイプ オプションは、テストまたはス
イートです。

• Executed By
ユーザのリストから選択します。

• サマリ期間
選択したサマリ期間で、結果をグループ化します。［週］を選択すると、週の最初の日に開始する週単位の期間で、
すべての結果がグループ化されます。

• 最後の実行ステータス
最新のテスト実行のステータスでフィルタされます。

• 実行数

 358



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

実行数以上、繰り返しが実行されたテストの結果を制限します。
• レポート テスト タイプ
スイートまたはスタンドアロン テストのいずれかのテスト タイプで、結果をフィルタします。

• Interval
選択した間隔で、結果をグループ化します。5 秒を選択すると、すべての結果が 5 秒のブロックにグループ化されま
す。間隔は、定義済みのカレンダ期間の開始に依存しません。

• 成功
合格したテスト ケース/スイートが表示されます。合格状態には、完了時にエラーが発生していても、テストで定義さ
れたアサーションに従うと失敗にならないテストが含まれています。

• 失敗
失敗したテスト ケース/スイートが表示されます。失敗したテストは、アサーションが定義されたテストを示します。
テストが実行されたときに、アサーションで定義された条件を満たしていませんでした。

• 中止
中止したテスト ケース/スイートが表示されます。中止したテストは、テスト中のシステムに接続することができない
ための「擬似失敗」を示します。

• スイート/テスト開始時間
選択したテストまたはスイートの開始時刻のリストが表示されます。

仮想サービス メトリックのレポートのフィルタ

仮想サービス メトリックのレポートの［絞り込み条件］ペインで、以下のフィルタ オプションを利用できます。利用可
能なフィルタ オプションは、レポートによって異なります。

• 時間範囲、開始、終了

デフォルトの時間範囲、開始日時、終了日時を変更するには、
［検索期間の設定］

  をクリックします。変更内容
をこのレポートのデフォルト値として保存するには、［デフォルトに設定］を選択します。変更をレポートに適用す
るには、［OK］をクリックします。
カスタム時間範囲を設定すると、［前に戻る］

をクリックして、以前に設定された時間範囲に戻ることがきます。
• 自動リフレッシュ
指定された間隔でレポート データを自動的にリフレッシュするには、このチェック ボックスをオンにします。この
チェック ボックスをオンにすると、間隔を秒単位で指定することもできます。デフォルト値は 60 秒です。

• 仮想サービス環境リスト
利用可能な仮想サービス環境がアルファベット順に表示されます。

• 仮想サービス リスト
利用可能な仮想サービスがアルファベット順に表示されます。特定の仮想サービスを検索するには、名前の全体また
は一部を入力します。キーボードから文字を入力していくと、対応する名前がリストに表示されます。レポート生成
の対象となる仮想サービスは、リストから 1 つだけ選択できます。

• サマリ期間
期間は 1 日、1 週間、または 1 か月を選択できます。

CAI の上位 N 件およびメトリック レポートのフィルタ

CAI の上位 N 件およびメトリックのレポートの［絞り込み条件］ペインで、以下のフィルタ オプションを利用できま
す。利用可能なフィルタ オプションは、レポートによって異なります。

• 時間範囲、開始、終了
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デフォルトの時間範囲、開始日時、終了日時を変更するには、
［検索期間の設定］

  をクリックします。変更内容
をこのレポートのデフォルト値として保存するには、［デフォルトに設定］を選択します。変更をレポートに適用す
るには、［OK］をクリックします。

カスタム時間範囲を設定すると、
［前に戻る］

  をクリックして、以前に設定された時間範囲に戻ることがきま
す。

• 自動リフレッシュ
指定された間隔でレポート データを自動的にリフレッシュするには、このチェック ボックスをオンにします。この
チェック ボックスをオンにすると、間隔を秒単位で指定することもできます。デフォルト値は 60 秒です。

• カテゴリ
• リストからカテゴリ（複数可）を選択します。
• エージェント
リストからエージェント（複数可）を選択します。

• 上位 N 件の結果
デフォルトのパーセントは 10 です。

管理レポートのフィルタ

管理レポートの［絞り込み条件］ペインで以下のフィルタ オプションを使用することができます。利用可能なフィルタ
オプションは、レポートによって異なります。

• 時間範囲、開始、終了

デフォルトの時間範囲、開始日時、終了日時を変更するには、
［検索期間の設定］

  をクリックします。変更内容
をこのレポートのデフォルト値として保存するには、［デフォルトに設定］を選択します。変更をレポートに適用す
るには、［OK］をクリックします。
カスタム時間範囲を設定すると、［前に戻る］

をクリックして、以前に設定された時間範囲に戻ることがきます。
• 自動リフレッシュ
指定された間隔でレポート データを自動的にリフレッシュするには、このチェック ボックスをオンにします。この
チェック ボックスをオンにすると、間隔を秒単位で指定することもできます。デフォルト値は 60 秒です。

• 認証
選択すると、許可または拒否されたユーザ アクティビティが表示されます。

• ロール
ユーザ役割のタイプを選択してレポートをフィルタ処理します。

• ユーザ
ユーザを選択してレポートをフィルタ処理します。

• アクション
アクションを選択してレポートをフィルタ処理します。

• 対象リソース
値を入力し、対象リソース列の内容に基づいてレポートをフィルタ処理します。

• 詳細
その他の詳細の値を入力してレポートをフィルタ処理します。

凡例のフィルタ

レポートの多くには、レポート ページの下部に色分けされた凡例が含まれています。
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多くのレポートで、凡例内の項目をクリックして、対応するデータをレポートに表示または非表示にすることができま
す。これはサブレベル レポートにドリル ダウンすることができるレポートで特に役立ちます。この機能を使用して、ド
リル ダウンする前にレポート データをフィルタ処理できます。データを非表示にすると、凡例の項目がグレーになりま
す。

レポート データのエクスポート

レポート データを PDF または CSV ファイルにエクスポートして保存または印刷することができます。

以下の手順に従います。

1. レポートを開きます。
2. PDF を生成するに

は、
をクリックし、CSV ファイルを生成するに

は、  を
クリックします。
レポートが別のブラウザ ウィンドウで表示されます。

3. 保存するには、［保存］をクリックします。
4. 印刷するには、［印刷］をクリックします。

レポート リンクの送信

レポートへのリンクを含む電子メールを送信するに

は、
をクリックします。

レポート URL の共有

レポートの URL を表示およびコピーするに

は、
をクリックします。

NOTE

DevTest ポータルのレポートは、LISA コンソール（1505）で入手できたレポートの正確なレプリカではありま
せん。

NOTE

詳細情報：

• 実行レポートのテスト
• パフォーマンス レポートのテスト
• 仮想サービス メトリックのレポート
• CAI インベントリ レポート
• CAI トップ N レポート
• ユーザ アクティビティ レポートの表示
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実行レポートのテスト

実行レポートには、テストおよびスイートが実行された方法に関する情報が含まれます。レポートには、トップレベルお
よびサブレベルのレポートが含まれています。すべてのレポートは、DevTest ポータルの左側のナビゲーション ペイン
の［レポート］オプションから使用できます。ただし、最上位レベルのレポートから直接、サブレベル レポートにアク
セスするときには、フィルタ オプションがサブレベルのレポートに伝播されます。

たとえば、［レポート］メニューから直接、テスト実行の詳細レポートにアクセスし、このレポートに適切なフィルタを
選択できます。ただし、最初にテスト実行の履歴レポートを選択することもできます。このレポートで、グラフの特定の
バーをクリックして、選択したバーのテスト実行の詳細レポートを表示できます。

トップレベル レポートは、フィルタ可能な情報が含まれているルート レポートです。サブレベル レポートは、ルート
レポートからの情報によって決定され、フィルタすることはできません。レポートは、トップ レベルおよびサブレベル
のレポートのグラフまたは表から情報を選択したときのシーケンスに従います。

以下の図は、レポートのフローを示しています。
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以下のレポートを使用できます。
レポートの表示および操作の詳細については、「レポートの表示および操作」を参照してください。

テスト実行履歴サマリ

テスト実行履歴のサマリでは、指定した期間内に実行されたテストの数を確認できます。このレポートを使用して、合
格、失敗、中止したテストを表示し、テストの詳細にドリル ダウンできます。この分析により、テストの合格または失
敗の理由を詳しく理解できます。

このテストでは、テストのグラフに以下のカテゴリの個別のバーが表示されます。

• パス数
正常に完了したテストの数。 

WARNING

エラーで完了したテストは失敗数ではなくパス数に含まれています。合格ステータスのテストに関連付け
られたすべてのエラーを表示するには、レポートの緑のパス数バーをクリックします。テスト実行の詳細レ
ポートが開き、合格したテストのすべてのテスト ステップが一覧表示されます。［失敗の理由］列にエラー
が表示されます。 

• 失敗数
正常に完了できなかった失敗したテストの数。失敗ステータスは、テストにアサーションが含まれることを示しま
す。テストが実行されたときに、アサーションの条件が満たされていなかったことがテストが失敗する原因になりま
した。

• 中止数
中止したテストの数。中止されたテストは、テスト中のシステムに接続することができないために中止された「疑似
失敗」です。

テスト実行履歴サマリには、日単位、週単位、または月単位で実行されたテストの数が実行状態ごとに表示されます。こ
のレポートでは、情報が棒グラフで表示されます。

グラフ内のいずれかのバーの背後にある詳細を表示するには、レポートのバーをクリックします。テスト実行の詳細レ
ポートが表示され、すべての関連するテスト ステップの詳細が表示されます。

対応するデータを表示または非表示にするには、レポートの下部にある凡例内の項目をクリックします。たとえば、グラ
フ内のデータを非表示にするには、［中止数］をクリックします。データを非表示にすると、凡例の項目がグレーになり
ます。
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テスト実行の詳細

テスト実行の詳細では、特定のテスト実行インスタンスで実行された各テスト ステップの詳細を表示できます。このレ
ポートは、問題のテストを分析およびデバッグする際に、個々のテスト ステップの状態とパフォーマンスに関する重要
な情報を提供します。 

レポート データは表形式で、実行日時、ステータス、および各ステップの期間を含んでいます。ステップの番号をク
リックすると、特定のステップの要求および応答情報が表示されます。テスト要求/応答ペアのレポートが表示されま
す。

NOTE

ステップの期間はステップが完了するまでの時間（ミリ秒）を示します。この期間には、ステップに割り当て
られている反応時間は含まれません。

WARNING

エラーで完了したテスト ステップは、合格ステータスに引き続き表示されます。エラーまたは失敗メッセージ
の詳細が［失敗の理由］列に表示されます。

このレポートの最後のページには、このテストのステージング情報のサマリが表示されます。

［レポート］メニューから直接、テスト実行の詳細レポートにアクセスし、このレポートに適切なフィルタを選択できま
す。ただし、このレポートには、テスト実行履歴サマリからサブレベル レポートとしてもアクセスできます。 
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テスト実行の詳細ドリルダウン

特定のテスト実行インスタンスに対して実行される各ステップを詳しく説明する PDF をエクスポートするには、右にあ
る［ドリルダウンされた詳細と共にレポートを PDF にエクスポート］アイコンをクリックします。 
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テスト要求/応答ペア

テスト要求/応答のペア レポートは、テスト内で選択したステップの要求、応答、およびエラーの詳細を提供します。 

［レポート］メニューから直接、このレポートにアクセスし、適切なフィルタを選択できます。ただし、このレポートに
は、テスト実行の詳細レポートからサブレベル レポートとしてもアクセスできます。

NOTE

このレポートの［要求］および［応答］セクションが空の場合、このテストのステージング ドキュメントで、
この情報をレポートに記録しないように定義されています。通常、この情報を記録しないことを選択するの
は、レポート ファイルでスペースを節約するためです。詳細については、「テスト スイート エディタ - ［レ
ポート］タブ」を参照してください。 

このレポートの最後のページには、このテストのステージング情報のサマリが表示されます。
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テスト実行の比較

テスト実行の比較レポートを使用して、同じテストの異なる実行を比較できます。この比較により、特定のテストが合格
したときと失敗したときを特定することができます。ほとんどのレポートと同様に、任意のランタイム属性でレポートを
集計できます。このレポートは、ビルド番号別に集計して、テストが合格したビルドとテストが失敗したビルドを識別す
るときに特に役立ちます。

レポートに、指定した期間内に実行されたテストの実行状態が表示されます。各テストの実行は、グラフ内の個別のバー
として表示されます。

グラフ内の各バーでは、以下の実行状態が強調表示されます。

• 合格
テストは正常に完了しました。

WARNING

エラーで完了したテストは、失敗ステータスではなく合格ステータスです。合格ステータスのテストに関連
付けられたすべてのエラーを表示するには、レポートの緑の合格バーをクリックします。テスト実行の詳細
レポートが開き、テスト実行のすべてのテスト ステップが一覧表示されます。［失敗の理由］列にエラーが
表示されます。

• 失敗
テストは正常に完了できませんでした。失敗ステータスは、テストにアサーションが含まれることを示します。テス
トが実行されたときに、アサーションの条件が満たされていなかったことがテストが失敗する原因になりました。

• 中止
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テストが中止されました。中止されたテストは、テスト中のシステムに接続することができないために中止された
「疑似失敗」です。

グラフ内のいずれかのバーの背後にある詳細を表示するには、レポートのバーをクリックします。テスト/スイート実行
履歴レポートが開き、選択したテストまたはスイートの各実行の詳細が表示されます。

対応するデータを表示または非表示にするには、レポートの下部にある凡例内の項目をクリックします。たとえば、グラ
フ内のデータを非表示にするには、［中止］をクリックします。データを非表示にすると、凡例の項目がグレーになりま
す。
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テスト実行サマリ

テスト実行サマリ レポートには、指定した期間に実行されたすべてのテストおよびスイートの一覧が表示されます。こ
のレポートには、以下のフィールドが含まれます。

• テスト/スイート名
テストまたはスイートの名前です。名前をクリックすると、追加の詳細がテスト/スイート実行履歴レポートに表示さ
れます。

• タイプ
行項目が、テストかスイートかを示します。

• 前回の実行日/時刻
このテストまたはスイートが最後に開始された日時。

• 期間（秒）
テストまたはスイートの実行開始から終了までにかかった合計時間（秒単位）で、反応時間を含みます。

NOTE

個々のテスト ステップの期間がレポートされるときには、反応時間は除外されます。テストまたはスイート
のレポートされる期間には反応時間が含まれているため、テストまたはスイートの期間は通常、テスト ス
テップの期間の合計値より大きくなります。

• 実行回数
選択した期間中のテスト サイクル（最初から最後までの完全実行）の回数です。テスト/スイート実行履歴レポートに
詳細を表示する場合にクリックします。

• 成功したテスト
テストまたはスイートは正常に完了しました。この列の値をクリックすると、テストまたはスイートの合格した実行
の詳細がテスト/スイート実行履歴レポートに表示されます。

WARNING

エラーで完了したテストは、失敗ステータスではなく合格ステータスです。合格ステータスのテストに関連
付けられたすべてのエラーを表示するには、［合格］列のカウントをクリックします。

• 失敗したテスト
テストは正常に完了できませんでした。失敗ステータスは、テストにアサーションが含まれることを示します。テス
トが実行されたときに、アサーションの条件が満たされていなかったことがテストが失敗する原因になりました。こ
の列の値をクリックすると、テストまたはスイートの失敗した実行の詳細がテスト/スイート実行履歴レポートに表示
されます。

• 中止したテスト
テストが中止されました。中止されたテストは、テスト中のシステムに接続することができないために中止された
「疑似失敗」です。この列の値をクリックすると、テストまたはスイートの中止された実行の詳細がテスト/スイート
実行履歴レポートに表示されます。

• 最後の実行ステータス
このテストまたはスイートが最後に実行されたときのステータスです。
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テスト/スイート実行履歴

テスト/スイート実行履歴レポートでは、選択した期間に実行された各テスト ステップの詳細を表示できます。このレ
ポートは、問題を分析およびデバッグする際に、個々のテストおよびスイートの状態とパフォーマンスに関する重要な情
報を提供します。 

［レポート］メニューから直接、テスト/スイート実行履歴レポートにアクセスして、このレポートに適切なフィルタを
選択できます。ただし、このレポートには、テスト実行サマリ レポートからサブレベル レポートとしてもアクセスでき
ます。 

このレポートには、以下のフィールドが含まれます。

• テスト/スイート名
テストまたはスイートの名前です。名前をクリックすると、各テスト ステップの詳細がテスト実行の詳細レポートに
表示されます。

• タイプ
行項目が、テストかスイートかを示します。

• 前回の実行日/時刻
このテストまたはスイートが最後に開始された日時。

• 期間（秒）
テストまたはスイートの実行開始から終了までにかかった合計時間（秒単位）で、反応時間を含みます。

NOTE

個々のテスト ステップの期間がレポートされるときには、反応時間は除外されます。テストまたはスイート
のレポートされる期間には反応時間が含まれているため、テストまたはスイートの期間は通常、テスト ス
テップの期間の合計値より大きくなります。

• 実行回数
選択した期間中のテスト サイクル（最初から最後までの完全実行）の回数です。

合格
テストまたはスイートは正常に完了しました。

WARNING

エラーで完了したテストは、失敗ステータスではなく合格ステータスです。合格ステータスのテストに関連付
けられたすべてのエラーを表示するには、［テスト/スイートの名前］をクリックします。

失敗
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テストは正常に完了できませんでした。失敗ステータスは、テストにアサーションが含まれることを示します。テストが
実行されたときに、アサーションの条件が満たされていなかったことがテストが失敗する原因になりました。
中止
テストが中止されました。中止されたテストは、テスト中のシステムに接続することができないために中止された「疑似
失敗」です。
ステータス
指定した期間中にこのテストまたはスイートが最後に実行されたときのステータスです。

NOTE

以下の###の条件に該当する場合は、テスト/スイート実行履歴レポートに不明ステータスを持つエントリが表
示されます。

1. テストまたはテストのスイートに、合格したステップがなかった。
2. テストまたはテストのスイートに、失敗したステップがなかった。
3. テストまたはテストのスイートに、中止されたステップがなかった。
このシナリオは、テストまたはテストのスイートがステージングされたが実行されていない場合に発生する
場合があります。
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スイート実行の詳細

スイート実行の詳細では、特定のスイート実行のインスタンスで実行された各テストの詳細を表示できます。このレポー
トは、スイート内の各テストの状態とパフォーマンスに関する重要な情報を提供します。 

合格、失敗、中断したテストの割合が、レポートの上部に円グラフで表示されます。対応するデータを表示または非表
示にするには、円グラフの下の凡例内の項目をクリックします。たとえば、グラフ内のデータを非表示にするには、［中
止］をクリックします。データを非表示にすると、凡例の項目がグレーになります。

［レポート］メニューから直接、スイート実行の詳細レポートにアクセスし、このレポートに適切なフィルタを選択でき
ます。ただし、このレポートには、テスト/スイート実行履歴レポートからサブレベル レポートとしてもアクセスできま
す。

このレポートには、以下のフィールドが含まれます。

• テスト名
テストの名前です。名前をクリックすると、詳細がテスト実行の詳細レポートに表示されます。

• 前回の実行日/時刻
このテストが最後に開始された日時。

• 期間（秒）
テストの実行開始から終了までにかかった合計時間（秒単位）で、反応時間を含みます。

NOTE

個々のテスト ステップの期間がレポートされるときには、反応時間は除外されます。テスト全体のレポート
される期間には反応時間が含まれているため、テストまたはスイートの期間は通常、テスト ステップの期間
の合計値より大きくなります。

• 実行回数
選択した期間中にテストが実行された回数です。

• 失敗の理由
この列には、テストに関連するエラーまたは失敗メッセージが表示されます。 

• ステータス
指定した期間中にこのテストが最後に実行されたときのステータスです。
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NOTE

詳細情報：

• レポートの表示および操作
• パフォーマンス レポートのテスト
• 仮想サービス メトリックのレポート
• CAI トップ N およびメトリック レポート
• ユーザ アクティビティ レポートの表示
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パフォーマンス レポートのテスト

パフォーマンス レポートには、実行時にテストおよびスイートがどのように実行されたかについての情報が含まれま
す。

サイクル パフォーマンス サマリおよび要求/秒レポートの両方を使用して、負荷およびパフォーマンス テスト中にテス
ト対象のシステムのパフォーマンスに関する情報を提供します。このセクションの他のレポートは、システムの負荷が高
いときにユーザーがどのような影響を受けるかを理解するために役立ちます。これらのレポートでは、レスポンス時間に
注目します。 

以下のレポートを使用できます。

レポートの表示および操作の詳細については、「レポートの表示および操作」を参照してください。

サイクル パフォーマンス サマリ

サイクル パフォーマンス サマリでは、負荷およびパフォーマンス テスト中のテストまたはスイートのパフォーマンスに
関する情報を提供します。このレポートは、最小、最大、および平均サイクル実行時間をミリ秒単位で表示します。さ
らに、指定したタイム フレーム内でテストまたはスイートの標準偏差を示します。サイクル実行時間は、テストまたは
スイートの 1 回の繰り返しを最初から終わりまで完全に実行するためにかかった時間です。これには、反応時間と各ス
テップの実行にかかる時間が含まれます。 

標準偏差、平均サイクル実行時間、および最小サイクル実行時間（棒グラフに表示されます）を確認するときには、レ
ポートの左側にある凡例を使用してミリ秒数を確認します。最大サイクル実行時間（折れ線グラフに表示）を確認するに
は、レポートの右側にある凡例を使用してミリ秒数を確認します。

対応するデータを表示または非表示にするには、レポートの下部にある凡例内の項目をクリックします。たとえば、グラ
フ内のデータを非表示にするには、［標準偏差］をクリックします。データを非表示にすると、凡例の項目がグレーにな
ります。

このレポートの 2 ページ目では、サイクルごとのレスポンス時間がクラスタ グラフに表示され、異常値を簡単に識別す
ることができます。このレポートの最後のページは、指定されたタイム スロット中に同時に実行されていたサイクル数
に関する追加情報を提供します。
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間隔あたりの要求

間隔あたりの要求レポートには、テストおよびスイートの指定された間隔あたりの要求数が表示されます。デフォルト
では、1 秒あたりの要求数が表示されます。このレポートは、1 秒あたりの要求数に基づいた負荷テストの分析に有用で
す。

間隔あたりの要求レポートには、開始または停止された要求だけでなく、アクティブだった要求の数が表示されます。た
とえば、要求が 3 秒間実行中の場合は、グラフで 3 秒のすべてがカウントされます。要求の数は、折れ線グラフとして
表示されます。
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平均トランザクション応答

平均トランザクション応答レポートでは、選択したテストの各ステップの応答時間が表示されます。応答時間は、折れ線
グラフにプロットされます。このレポートでは、予想よりも長いまたは短い応答時間の個別のステップを識別するのに役
立ちます。

青色の点は、時間の経過に伴うトランザクションの応答時間（ミリ秒単位）を表します。青色の点の上にポインタを移動
すると、テスト/スイート名、トランザクションの応答時間、日、月、および時間が表示されます。

このレポートの最後のページには、このテストのステージング情報のサマリが表示されます。
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HTTP サマリ

HTTP サマリ レポートでは、ストリーム配信されるバイト数が表示されるので、Web サイトでのページのウエイトを判
断するのに役立ちます。このレポートには、累積 HTTP トラフィック サマリが 2 つの折れ線グラフで表示されます。 

HTTP サマリ レポートは、テスト ステップのタイプが HTTP/HTML に制限されます。REST、Web サービスの実行、ま
たはその他の任意のテスト ステップ タイプのデータは表示されません。累積 HTTP トラフィック サマリ レポートを表
示するには、local.properties または site.properties のいずれかで次のプロパティを設定する必要があります。

lisa.commtrans.ctstats=true
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HTTP トラフィック詳細

HTTP トラフィック詳細レポートは、Web サイトのパフォーマンスに関する追加情報を提供します。各テスト ステップ
の平均応答時間（ミリ秒単位）だけでなく、ネットワークおよびサーバの応答時間の割合が表示されます。

このレポートには、エラーが発生しているトラフィックおよび特定のステップのタイプを識別するために役立つ、各ス
テップの HTTP 応答コードも表示されます。
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パフォーマンス サマリ

パフォーマンス サマリ レポートには、スイート レベル、テスト レベル、およびスイート内の個々のテスト レベルでス
テップごとの応答時間、標準偏差、およびパーセンタイル値が表示されます。標準偏差を使用して、予期できないまたは
不安定な応答時間のステップを識別できます。
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NOTE

［すべて］は、スイート内のすべてのテストを選択することと同じです。［すべて］は、DevTest レポート モ
ジュールのキーワードであるため、テスト ケースまたはテスト スイート名としてこのキーワードを使用しない
でください。

最小、最大、平均応答時間（折れ線グラフに表示）を確認するには、レポートの左側にある凡例を使用してミリ秒数を確
認します。標準偏差（折れ線グラフに表示）を確認するには、レポートの右側にある凡例を使用してミリ秒数を確認しま
す。

対応するデータを表示または非表示にするには、レポートの下部にある凡例内の項目をクリックします。たとえば、グラ
フ内のデータを非表示にするには、［最小応答時間 (ミリ秒)］をクリックします。データを非表示にすると、凡例の項目
がグレーになります。 
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このレポートの最後のページには、テスト内の各ステップのパフォーマンスに関する詳細情報と、このテストのステージ
ング情報のサマリが表示されます。
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NOTE

DB2 の制限により、適切なパフォーマンス サマリ レポートを生成するためにテスト ケース名を 254 文字に制
限することをお勧めします。

テスト メトリック

テスト メトリック レポートには、テストまたはテスト スイートのイベント メトリックが日付ごとの折れ線グラフで表
示されます。このレポートから意味のあるデータを取得するには、最初に、ステージング ドキュメントでキャプチャす
るイベントを定義する必要があります。ステージング ドキュメントでイベントを定義する際に、これらのイベントのカ
ラー コードを選択します。イベントの凡例とその関連する色は、レポートの 2 ページ目に表示されます。

レポートの 2 ページ目には、以下のフィールドが含まれています。

• 詳細説明
ステージング ドキュメントの［ログ名］フィールドで定義したイベントの説明。

• サンプル レート
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サンプリングが実行される頻度および定義済みのメトリックの値が記録されます。サンプル レートは、秒、分、時
間、または日単位で設定できます。この値は、ステージング ドキュメントの［メトリック］タブの下部で設定されま
す。

• Counter
True に設定すると、イベントのメトリック値は、累積的な値である累計として定義されます。 
False に設定すると、イベントのメトリック値はサンプリング時点の 1 つの値になります。

• イベント
ステージング ドキュメントの［短い名前］フィールドで定義したイベントの名前です。

• 正規表現
正規表現を検索するイベントを定義した場合は、この列にその式が表示されます。たとえば、定義された正規表現が
含まれる特定のタイプのエラーのみを記録するイベントを作成できます。

ステージング ドキュメントでのイベントの定義に関する詳細については、「ステージング ドキュメント エディタ - ［メ
トリック］タブ」を参照してください。 

上位 N 件のテストおよびスイートのステップ

上位 N 件のテストおよびスイートのステップ レポートには、定義された期間で実行時間が最も長いテスト ステップが表
示されます。このレポートを使用すると、長時間実行されるテスト ステップを識別し、最もリソースを消費するステッ
プを判断することができます。円グラフで個別のテスト ステップの上にポインタを移動すると、ステップの合計実行時
間（ミリ秒単位）が表示されます。

デフォルトでは、このレポートは、実行時間が最も長い上位 10 件のテストを示します。ただし、レポート データの右側
の［絞り込み条件］ペインに表示されるステップの数を定義することができます。
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円グラフでそのステップを表示または非表示にするには、レポートの下部にある凡例内のステップをクリックします。

NOTE

詳細情報：

• レポートの表示および操作
• 実行レポートのテスト
• 仮想サービス メトリックのレポート
• CAI トップ N およびメトリック レポート
• ユーザ アクティビティ レポートの表示

Application Test での DevTest ワークステーションの使用
 ポータルは、 製品で最もよく使用されるワークフローへのアクセスを簡単にする Web ベースのアプリケーションで
す。 は上級ユーザ向けのメイン アプリケーションであり、 製品の内部で使用できるすべての機能が含まれています。

は、テストの開発、ステージング、およびモニタのための統合環境です。

のバージョンまたは  環境で作業を行えます。

では、テストはワークステーション環境で管理および実行されます。 は、以下のコンポーネントをテストするために
QA/QE、開発、ビジネス分析のチームが使用するテスト クライアントです。
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• さまざまなブラウザや Web ユーザ インターフェース
• ユーザ インターフェースの基盤

は、ユニット、機能、統合、レグレッション、およびビジネス プロセス テストを構築およびステージングするために使
用されます。 は、レジストリの実行を必要とします。テストは  環境（テスト オーサリング IDE）で管理および実行さ
れます。この環境では、組み込みのコーディネータ サーバおよびシミュレータ サーバが実行されます。

でも、テストはワークステーション環境で管理および実行されます。ワークステーションはサーバに接続し、 で開発さ
れたテストを展開およびモニタします。

テスト ケースおよび仮想サービス用のサーバ サイド エンジン（テストおよび仮想サービス モデル オーサリング IDE）
は、ユニット、機能、負荷、パフォーマンスの各テストのためにテスト ケースを継続的に管理、スケジュール、調整し
ます。

DevTest ワークステーションを開く
を開くときには、レジストリを指定するよう要求されます。

コンピュータに  がインストールされている場合は、以下のレジストリを使用できます。

• ローカル コンピュータで実行されているレジストリ
• リモート コンピュータで実行されているレジストリ

コンピュータに  がインストールされている場合は、リモート コンピュータで実行されているレジストリを使用します。

SSL 対応のレジストリを指定する方法の詳細については、「通信を保護するための SSL の使用」を参照してください。

を開く方法

1. 以下のいずれかを実行します。
– コマンド プロンプトを開き、LISA_HOME\bin ディレクトリに移動し、 実行可能ファイルを実行します。
– デスクトップに  アプリケーション アイコン

がある場合は、アプリケーション アイコンをダブルクリックします。
– Windows の［スタート］メニューのプログラムのリストから、［］-［］を選択します。
［ レジストリの設定］ダイアログ ボックスが表示されます。

2. デフォルトのレジストリをそのまま使用するか、別のレジストリを指定します。 は GUI であるため、起動時にデ
フォルトのリモート レジストリを設定する方法はありません。このプロンプトでレジストリを指定するか、または
［レジストリ モニタの切替］コマンドを使用してレジストリを変更します。

3. ［OK］をクリックします。
4. （オプション）これが  のリリース 10.2 への最初のログオンであり、データ ディレクトリがインストール ディレク
トリとは分離された状態で  がインストールされている場合、［データとプロジェクトのマイグレート］ダイアログ
ボックスが開きます。［スキップ］を選択した場合、サンプルとプロジェクトをデータ ディレクトリに手動でコピー
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する必要があります。または、データ ディレクトリ内にある .devtest ファイルを削除することによって、 の次回起
動時にこのダイアログ ボックスを呼び出すことができます。［スキップ］または［次へ］を選択すると、デフォル
トのプロジェクト、サンプル、およびテンプレート ファイル（_local.properties、_logging.properties、および _de-
identify.xml）がインストール フォルダからデータ ディレクトリにコピーされます。

a. インストールでファイルを指定されたデータ ディレクトリにコピーするには、既存のデータ ディレクトリを選択
し、［次へ］をクリックします。
確認ウィンドウまたはエラー ウィンドウのいずれかが開きます。

b. エラー ウィンドウに対しては、［前へ］をクリックし、別のデータ ディレクトリを選択します。
確認ウィンドウに対しては、［終了］をクリックします。

5. ［ログイン］ダイアログ ボックスが開きます。
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ユーザ名とパスワードを入力して、［ログイン］をクリックします。

NOTE
10.6 以降のワークステーションは、10.7 以降のレジストリに接続できます。詳細については、「リリース ノー
ト」を参照してください。

メイン メニュー

のメイン メニューには、使用可能な主な機能のオプションが表示されます。使用可能なオプションは、選択内容に応じ
て動的に変化します。一部のメニュー、ドロップダウン リスト、およびツールバーは  の操作全体で使用できます。

NOTE
このメニューの項目は動的です。 管理者は、セキュリティ プロファイルの一部として使用可能な項目を制御し
ます。

プロジェクト パネル

プロジェクトは、関連する  ファイルのコレクションです。ファイルには、テスト ケース、スイート、仮想サービス モ
デル、サービス イメージ、設定、監査ドキュメント、ステージング ドキュメント、データ セット、モニタ、および
MAR 情報ファイルなどが含まれます。

で一度に開けるプロジェクトは 1 つだけです。

初めてプロジェクトを作成するときには、LISA_HOME\Projects ディレクトリが作成されます。

のプロジェクト パネル内のフォルダは、すべてファイル システムに作成されるフォルダと同じです。LISA_HOME ディ
レクトリを確認して、フォルダ構造やファイルを参照できます。

プロジェクトにはファイルをインポートできます。

プロジェクト パネルのレイアウト

プロジェクト パネルにはプロジェクト ツリーが表示されます。

プロジェクトを新規作成する場合、プロジェクト ツリーは以下の構造になります。

• VirtualServices
– Images
– VRScenarios

• テスト
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– Subprocesses
– AuditDocs
– スイート
– StagingDocs

• Configs
• データ

プロジェクト パネルを開閉するには、［プロジェクト］をクリックします。

プロジェクト パネル内のツールバーには、以下のアクション用のアイコンがあります。

• プロジェクトをリフレッシュする

• プロジェクト パネルをドッキングまたはドッキング解除する

• プロジェクト パネルを閉じる

プロジェクトには .settings ディレクトリが含まれていますが、プロジェクト パネルには表示されません。.settings
ディレクトリは、一部の設定を内部的に保存するために使用され、Projects ディレクトリ内のファイル システムで参照
できます。

プロジェクト パネルの右クリック メニュー

プロジェクト パネルから、プロジェクトのさまざまなドキュメントを作成できます。プロジェクト パネルで選択した項
目を右クリックすると、表示されるメニューは選択に応じて動的に変化します。

これらの選択項目の順序は、右クリックしたときに選択していた項目によって異なります。

また、ここで説明する右クリックで選択するメニューは、メイン メニューで［ファイル］-［新規］を選択しても使用で
きます。

• 新規テスト ケースの作成
詳細については、「テスト ケースの作成」を参照してください。

• 新規 VS モデルの作成
詳細については、「VSM の使用」を参照してください。この機能を使用するには、追加ライセンスが必要です。

• 新規 VS イメージの作成
詳細については、「サービス イメージの作成」を参照してください。この機能を使用するには、追加ライセンスが必
要です。

• 新規ステージング ドキュメントの作成
詳細については、「ステージング ドキュメントの作成」を参照してください。

• 新規スイートの作成
詳細については、「テスト スイートの作成」を参照してください。

• 新規テスト監査の作成
詳細については、「監査ドキュメントの作成」を参照してください。

以下の 1 つ以上の項目も使用できる場合があります。
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• 新規フォルダの追加
• ファイルのインポート
• プロジェクトの名前変更
• 削除
• 貼り付け
• プロジェクト メタデータの表示/編集

作成したドキュメントを一致するフォルダ名のデフォルトにするには、追加する際にその選択項目を右クリックします。
フォルダ名を右クリックせずにドキュメントを追加すると、 は、それをプロジェクト パネル リストの一番下に追加しま
す。修正するには、ルート ディレクトリに移動して、そのファイルを手動で正しいフォルダへ移動させ、プロジェクト
を開き直す必要があります。

特定の種類のファイル（.tst など）を推奨されるフォルダ（Tests など）に配置しなければならないという制限はありま
せん。ファイルはプロジェクトの任意の場所に配置できます。唯一の例外は .config ファイルです。これらは Configs
フォルダに配置する必要があります。

サンプル プロジェクト

を初めて開くと、［プロジェクト］パネルに examples という名前のプロジェクトが表示されます。

任意のサンプル ファイルをダブルクリックして開きます。右側のパネルには、適切なエディタが開かれます。

実際のプロジェクト ファイルは、LISA_HOME\examples ディレクトリにあります。

MARInfos

• AllTestsSuite
テスト スイート AllTestsSuite とすべての .tst ファイル、および AllTestsSuite を実行するための付随データ ファイル
が含まれるスイート MAR。このスイートには、1User1Cycle0Think ステージング ドキュメント、DefaultAudit 監査ド
キュメント、および project.config 設定ファイルも含まれます。

• creditCheckValidate
creditCheckValidate テスト ケースおよび monitorRunBase ステージング ドキュメントが含まれるテスト ベース モニ
タ MAR。

• DatabaseModel
DatabaseModel 仮想サービス モデルおよび仮想サービス イメージが含まれる仮想サービス MAR。

• OnlineBankingExternalCreditCheck-local
webservices-xml-fail テスト ケース、Run1User1Cycle ステージング ドキュメント、および project.config が含まれる
テスト ベース モニタ MAR。

• OnlineBankingJMStest-local
async-consumer-jms テスト ケース、Run1User1Cycle ステージング ドキュメント、および project.config 設定ファイ
ルが含まれるテスト ベース モニタ MAR。

• OnlineBankingTransactionMonitor-local
以下のアイテムが含まれる テスト ベース モニタ MAR。
– multi-tier-combo テスト ケース
– Run1User1Cycle ステージング ドキュメント
– テスト ケースをサポートするすべてのデータ ファイル
– project.config 設定ファイル

• OnlineBankingWebServices-local
webservices-xml テスト ケース、Run1User1Cycle ステージング ドキュメント、および project.config 設定ファイルが
含まれるテスト ベース モニタ MAR。
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Audit Docs

• DefaultAudit
• main_all_should_fail
• ws_security-xml

Configs

• プロジェクト
project.config ファイルには、多数のプロパティのためのインテリジェント デフォルトが含まれます。

データ

Data ディレクトリには、デモ サーバのサンプルの一部を実行するために必要なファイルが含まれています。

Monitors

• creditCheckValidate.tst
CVS モニタのデモに使用するテスト ケース。特定の cid でランダムに失敗します。

• monitorRunBase.stg
1 人のユーザ、1 つのサイクル、100% の反応時間、Application Insight が無効で、最長実行時間が設定されていない
ステージング ドキュメント。

• monitorRunMultiple.stg
1 人のユーザ、継続的な実行、136% の反応時間、Application Insight が有効で、最長実行時間 15 秒のステージング
ドキュメント。

• monitorSLARun.stg
1 人のユーザ、1 つのサイクル、100% の反応時間、Application Insight が無効で、最長実行時間が設定されていない
ステージング ドキュメント。JMX および JBOSS メトリックを記録するよう選択されています。

• serviceValidator.tst
CVS モニタのデモに使用。特定の cid でランダムに失敗します。

• userAddDelete.tst
このテストは CVS のデモのモニタ設定に使用します。

Setup

Setup ディレクトリには、すべての  コンポーネントを起動し、すべての  コンポーネントを停止し、CVS モニタをロー
ドするためのバッチ ファイルが含まれています。

アクセス制御（ACL）を有効にしてスクリプトを使用するには、スクリプトの Service Manager コマンドにユーザ名と
パスワードのオプションを追加します。パスワードは自動的に暗号化されないため、オペレーティング システムに応じ
た適切な方法を使用して、必ずファイルを保護してください。

Staging Documents

• 1User0Think_RunContinuously
このステージング ドキュメントでは、反応時間がゼロの単一の仮想ユーザを実行します。また、このステージング ド
キュメントはテストを「継続的」に実行します。これは必ずしも「永久」を意味するものではありません。
このステージング ドキュメントで実行するテストが以下の条件のすべてを満たす場合、データが使い果たされると、
実行が終了します。
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– データ セットがテストの最初のステップにある。
– データ セットの「データの終了」ステップが「テストを終了する」である
– データ セットが「ローカル」でなく「グローバル」である

• 複数のデータ セットがこれらの条件に一致する場合は、期限切れになる最初のデータ セットが実行を完了します。適
切な例については、multi-tier-combo.tst テスト ケースを参照してください。

• 1user1cycle0think
このステージング ドキュメントは、ユーザが 1 人のテストを 0% の反応時間スケールで 1 回実行します。

• ip-spoofing
インストールで IP スプーフィング サポートをテストするには、このステージング ドキュメントを使用します。この
ステージング ドキュメントの IP スプーフィングは、［IP スプーフィング］タブで有効にします。サンプル サーバを
実行している場合は、IP スプーフィング テスト用の Web ページを http://localhost:8080/ip-spoof-test で使用できま
す。

• jboss-jmx-metrics-localhost
このステージング ドキュメントは、3 人のユーザ、継続的な実行、最長実行時間が 440 秒、および 100% の反応時間
のテストを実行します。このドキュメントでは、レポート ジェネレータのパラメータ チェック ボックスが 4 つすべ
てオンになっており、JBOSS JMX メトリックをすべて収集するよう指定されています。

• Run1User1Cycle
このステージング ドキュメントは、ユーザが 1 人のテストを 100% の反応時間スケールで 1 回実行します。

• Run1User1CyclePF
このステージング ドキュメントは、ユーザ 1 人、100% の反応時間スケール、Application Insight が有効なテストを 1
回実行します。

• Run1User1CycleShowAll
このステージング ドキュメントは、ユーザが 1 人のテストを 100% の反応時間スケールで 1 回実行します。また、
デフォルトのレポート ジェネレータの 4 つのチェック ボックスをすべてオンにします。したがって、Web ベースの
モデル実行ページにより多くの項目が表示されます。

Subprocesses

• ws-sec-sub
このワンステップ テスト ケースはサブプロセスとしてマークされ、任意のサブプロセスの実行ステップから呼び出す
ことができます。

Test Suites

• AllTestsSuite
AllTestsSuite は、1 ユーザ、1 サイクルのステージング ドキュメントおよび AuditDocs\DefaultAudit.aud のデフォル
ト監査ドキュメントを使用して、 Tests ディレクトリにあるすべてのテストを実行します。レポート メトリックにつ
いては、要求と応答のみを記録し、デフォルト メトリックを作成します。実行モードはシリアルです。

• FastAllTestsSuite
AllTestsSuite は、1 ユーザ、 1 サイクル、0 反応時間のステージング ドキュメントおよび AuditDocs\DefaultAudit.aud
のデフォルト監査ドキュメントを使用して、 Tests ディレクトリにあるすべてのテストを実行します。レポート メト
リックについては、要求と応答のみを記録し、デフォルト メトリックを作成します。実行モードはパラレルです。

Test Cases

• AccountControlMDB
Bank に口座を持つユーザを追加する簡単な JMS テスト。2 つのステップからの応答のパターンを予想し、アサート
します。

• async-consumer-jms
テスト ケースが応答キュー/トピックから継続的にメッセージを受信する「async consumer」キューのサンプル。ま
た、このキューは、メッセージを、到達した順にテスト ケースで使用可能にします。
最初のステップでキュー（テストの内部）を作成します。
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2 番目のステップで、デモ サーバの JMS キューへ 3 つのメッセージを送信します。async キューがメッセージを受
信します。
3 番目のステップでは、async キューが 3 つのメッセージを受信したことを検証します。

• DevTest_config_info
このテスト ケースは、 を実行しているコンピュータに関する診断情報を取得します。この結果は、サポートが設定の
問題を解決するのに役立ちます。

• ejb3EJBTest
Bank の機能についての純粋な EJB テスト。通常、Web ブラウザまたはその他の UI を記録することでアプリケー
ションをテストします。これらのテストは「エンド ツー エンド」の統合テストです。このようなテストは「食物連鎖
の下位」に相当するため、（コードを記述する必要はないものの）高度な技術を持つ作成者が必要です。
このようなテストを使用することにより、開発チームは、ユーザ インターフェースが存在しないか頻繁に変更される
ためにテストに間に合わないような場合に、ユーザ インターフェースなしで継続的にテストを実行してコードを検証
できます。

• ejb3WSTest
このモデルは  Bank Web サービスを徹底的にテストします。このモデルは、ejb3EJB テストと機能的にほとんど同一
で、同じ目的で使用できます（テスト ケース ドキュメントを参照）。

• ip-spoofing
このサンプル テスト ケースは、 の IP スプーフィングのサポートを示します。
このテストは、REST ステップを使用して「http://localhost:8080/ip-spoof-test」という URL を要求します。これは要
求するクライアントの IP アドレスが含まれる Web ページです。その後、次の URL に SOAP 要求を送信します。こ
れは、要求するクライアントの IP アドレスを返す操作が含まれる Web サービスを識別します。
 http://localhost:8080/itko-examples/ip-spoof-test/webservice
 

このテスト ケースは、両方の要求をループで 10 回実行します。このテストは、IP スプーフィング テストのステージ
ング ドキュメント「ip-spoofing.stg」でステージングできます。正しいネットワーク インターフェース設定を使用し
て、仮想ユーザの HTTP 要求および SOAP 応答で使用されているさまざまな IP アドレスを確認します。

• jms
このテスト ケースはシンプルな JMS サンプルで、XML/テキスト メッセージおよびオブジェクトをネイティブ Java
形式で送信する方法を示しています。

• load-csv-dataset-web
このテスト モデルは、Web アプリケーションをテストするためのデータ セットとしてカンマ区切り値（CSV）ファ
イルを使用します。 に付属しているデモ版の Web アプリケーションでは、データベースからユーザを追加および削
除できます。

• log-watcher
このサンプルでは、ログ ファイルの ERROR または WARNING メッセージを監視して、テストに失敗した原因を示
します。
このサンプルでは、データ セットを使用して、サンプルの AntiPattern ビーンに除算のための数値を 2 つ与えていま
す。データセットのほぼ中間で、オペランドとして 0 を与えます。このオペランドによって、divide-by-zero 例外が
サーバで発生します。AntiPattern ビーンはこの例外をログに記録し、結果として -1 を返します。
このサンプルは一般的なアンチパターンです。内部エラーが発生したものの、外部ではその結果が正しくないことが
わからないというものです。結果は信頼できるように見えますが、正しくありません。予期される結果は、EJB から
コール元への例外の伝達です。
Application Insight では、例外がログに記録されたという事実をエージェントが記録するため、このテスト ケースは
失敗します。したがって、 は何か問題があると判断します。
Application Insight を使用する以外には、サーバのログ ファイルを監視するグローバル アサーションをセットアップ
する方法があります。正規表現で構成されるものを定義します。この場合は単純に「ERROR」のテストです。正規
表現は、必要に応じて単純にも複雑にも指定できます。
通常は、テストがただちに失敗するようアサーションを設定します。この場合、「Error detected in log file」ステップ
に移動し、テストを正常終了させます。
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は、テスト中にエラーまたは警告をログ記録したアプリケーションの失敗を予期します。テスト ケースでは、同等の
コンパニオンをデフォルトで使用することを検討してください。

• main_all_should_fail
このテストは、ネガティブ テストのサンプルです。テスト ステップが失敗することを想定しているため、エラーを引
き起こすことが予期されるサービス データを与えます。
このテストにはコンパニオンが 1 つ（NegativeTestingCompanion）があり、いずれかのステップが成功するとテスト
が失敗します。
このケースでは、既存のデモ サーバにユーザを作成します。このデータはデータベース自体から取得します（ユーザ
名データ セットはテーブルに直接クエリ）。いずれかのステップが成功すると、テスト全体が失敗します。
成功する唯一のステップは「quietly succeed」ステップです。このステップにより、この種のシナリオで失敗が予期
されるステップにエディタで「quiet」とマークして、NegativeTestingCompanion に含まれないようにすることがで
きます。

• main_all_should_pass
このテストはサブプロセスを呼び出して、デモ サーバの USERS テーブルに一意のユーザ名を挿入します。
このデータセットは、データ シートを介して一意コード ジェネレータから値を取得します。同じことは、「カウン
タ」データ セットを持つ一意コード ジェネレータも実行できました。このサンプルは、あるデータ セットが別の
データ セットにどのように影響を及ぼすかを示します。
データ セットは指定された順に評価されます。ステップが実行されるたびに、UniqueUser プロパティに新しい値が
割り当てられます。データ シートは、{{UniqueUser}} を 4 回参照するため、一意の値が 5 つ得られます。
いずれかのステップで失敗すると、ただちにテストが失敗します。
このテストを「main_all_should_fail」と比較してください。「main_all_should_fail」は各ステップが失敗することを
想定しており、いずれかのステップが成功すると失敗する同様のテストです。このプロセスはネガティブ テストと呼
ばれています。

• multi-tier-combo
multi-tier-combo テストでは、さまざまなサービス エンドポイントを使用して LisaBank のサンプルを検証しま
す。SOAP、EJB、JMS、および Web トランザクションをテストし、デモ サーバのデータベースを直接検証するなど
のさまざまな方法でこれらのトランザクションを検証します。
multi-tier-combo テストは、さまざまなサービス エンドポイントを使用して、 Bank のサンプルを検証します。このテ
スト ケースでは、SOAP、EJB、JMS、および Web トランザクションをテストし、デモ サーバのデータベースを直
接検証するなどのいくつかの方法でこれらのトランザクションを検証します。
また、このテストは、スプレッドシートから複雑な SOAP オブジェクトを作成する方法を示します。プロジェクトの
Data フォルダにある multi-tier-users.xls という名前のスプレッドシートは、最初のステップの User データ セット
のベースになります。
このテストを［対話型テスト ラン （ITR）］ウィンドウで実行すると、スプレッドシートの最初の行から 1 ユーザを
作成した後、テストは終了します。
サンプル 1User0Think_RunContinuously ステージング ドキュメントを使用して、テストをステージングすると、
データ セットの最後に達するまでテストが再起動されます。このプロセスは大きなデータ セットを繰り返し反復する
場合に適しています。テスト ケースにループを使用することもできますが、柔軟性がなくなります。
ステージング ドキュメントでデータ セットを制御してテストを終了させると、多数の仮想ユーザにテストを広げるこ
とができます。また、反応時間やその他のパラメータを使用して、テストのペースを制御できます。
テストの最初のステップで設定されるグローバル データ セットのみが、ステージング ドキュメントが「継続的なテ
スト実行を終了」する動作に影響を与えます。データ セットがテストに対してローカルか、テスト内のどこかで宣言
されている場合は、「継続的な実行」の動作は実際には「永久に実行」を意味します。

• multi-tier-combo-se
multi-tier-combo テストは、さまざまなサービス エンドポイントを使用して、 Bank のサンプルを検証しま
す。SOAP、EJB、JMS、および Web トランザクションをテストし、デモ サーバのデータベースを直接検証するなど
のさまざまな方法でこれらのトランザクションを検証します。
また、このテストは、スプレッドシートから複雑な SOAP オブジェクトを作成する方法を示します。最初のステップ
の User データ セットは、プロジェクトの Data フォルダにある multi-tier-users.xls という名前のスプレッドシート
がベースになっています。
このテストを［対話型テスト ラン （ITR）］ウィンドウで実行すると、スプレッドシートの最初の行から 1 ユーザを
作成した後、テストは終了します。

 395



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

サンプル 1User0Think_RunContinuously ステージング ドキュメントを使用して、テストをステージングすると、
データ セットの最後に達するまでテストが再起動されます。この方法は大きなデータ セットを繰り返し反復する場合
に適しています。テスト ケースにループを使用することもできますが、柔軟性が大幅に低下します。
ステージング ドキュメントでデータ セットを制御してテストを終了させると、多数の仮想ユーザにテストを広げた
り、反応時間を使用してテストのペースを制御したりすることができます。
ステージング ドキュメントが「継続的なテスト実行を終了」する動作は、テストの最初のステップで設定されるグ
ローバル データ セットによってのみ影響を受けることに注意してください。データ セットがテストに対してローカ
ルか、テスト内のどこかで宣言されている場合は、「継続的な実行」の動作は実際には「永久に実行」を意味しま
す。

• rest-example
rest-example テストは、RESTful サービスを実行する方法を示します。デモ サーバには JAX-RS のサンプルが含まれ
ています。このテストの各ステップでは、XML と JSON の両方を使用するサービスと対話する方法を示します。

• scripting
Application Test では JSR-223 スクリプティング エンジンを利用できるため、スクリプト ステップ、アサーション、
データ プロトコル、一致スクリプト、および {{=%language%}} 構文が使用できるほとんどすべての場所で、多様な
スクリプティング エンジンを使用できます。

• sendJMSrr
このテスト ケースでは、JMS 要求/応答ペアから作成および展開された仮想サービスをテストすることができます。

• service-validation
このテストは、簡単なサービス検証のサンプルです。このテストでは、1 つの Web サービスと 1 つの EJB サービス
を呼び出し、基盤となるデータベースを SQL を使用して検査して、サービスが適切に機能していることを検証しま
す。

• web-application
このテストは、Web レコーダを使用して生成された簡単な Web テストです。このテストには、「空でない応答のア
サート」などいくつかの基本的なアサーションが含まれます。これは自動的に生成されます。また、このテストには
「タイトルのアサート」アサーションが含まれ、HTML 応答の <title> タグを解析して作成されます。これらのアサー
ションは、テストを再生する場合に、記録したページが同じページであることを確認するのに役立ちます。

• webservices
このテスト ケースは、EJB3 Web サービスからユーザを追加、取得、削除します。このテストは、一意コード ジェネ
レータを使用して、設定ファイルから値が {{user}} であるプレフィックスを持つ数値を作成します。パスワードは、
設定ファイル内にハードコードされています。

• ws_attachments
このテスト ケースでは、インラインの base64 エンコードされた BLOB データおよび XOP/MTOM 添付ファイルを送
受信する機能をテストします。ステップのフィルタおよびアサーションでは、要求および応答が正しいことを確認し
ます。

• ws_security
ws_security テスト ケースは、署名および暗号化された SOAP メッセージを使用する方法を示します。最初の 2 つの
ステップは成功し、最後の 2 つのステップは失敗します。コールは同じですが、Web サービスは暗号化または署名さ
れていないメッセージを許可しません。

• ws_security-xml
このテスト モデルは、署名および暗号化された SOAP メッセージを使用する方法を示します。最初の 2 つのステッ
プは成功し、最後の 2 つのステップは失敗します（コールは同じですが、Web サービスは暗号化されていないメッ
セージまたは署名されたメッセージを許可しません）。
このテスト プランでは、Java 環境が無制限強度の暗号化をサポートしている必要があります。最初の 2 つのステッ
プのどちらかが失敗する場合は、高い確率で、JCE jar を更新して無制限強度の暗号化を有効にする必要がありま
す。JCE jar は、www.oracle.com からダウンロードできます。「JCE unlimited strength」というキーワードで検索
し、お使いの Java バージョンに適した JCE ライブラリ（Java 7 用の JCE 7 など）を選択してください。JCE jar を
インストールしたら、 サービスを再起動する必要があります。
監査ドキュメントに 2 つの ステップ エラーが記録されることが予期されます。ここで、最後の 2 つのステップの両
方でステップ エラーが発生することが予期されるため、2 つのステップ エラーについて監査します。このように、監
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査ドキュメントは、受信されたイベント発生の数を監査することもできます。3 つ目のステップ エラー エントリを監
査ドキュメントに追加すると、ステップ エラーが 2 つしか発生しないため、監査では、このテストが失敗します。

TestsThatFail

• webservices-xml-fail
このテスト ケースは、EJB3 Web サービスからユーザを追加、取得、削除します。このテストは、一意コード ジェネ
レータを使用して、設定ファイルから値が {{user}} であるプレフィックスを持つ数値を作成します。パスワードは、
設定ファイル内にハードコードされています。

VServices

Forward Cars には、インベントリ サービスを記述する Swagger ドキュメントが含まれていま
す。CarsInventoryFromSwagger 仮想サービスは、Swagger ドキュメントから作成されました。

• statefullATM.tst
• statelessATM.tst
• web-app-proxy.tst
• CarsInventoryFromSwagger.vsm
• DatabaseModel.vsm
• kioskV4model.vsm
• kioskV5.vsm
• kioskV6.vsm
• WebServicesModel.vsm
• webservices-vs.vsm

Images

• CarsInventoryFromSwagger.vsi
• DatabaseModel.vsi
• kioskV4ServiceImage.vsi
• kioskV6.vsi
• si-kioskV5-dynamic.vsi
• si-kioskV5.vsi
• WebServicesModel.vsi

プロジェクトの作成

プロジェクトは手動で作成、または既存のモデル アーカイブ（MAR）ファイルから作成できます。

NOTE
VSE MAR ファイルからのみ、プロジェクトを作成できます。このダイアログ ボックスでは、MAR を既存のプ
ロジェクトに追加できません。

以下の手順に従います。

1. メイン メニューから［ファイル］-［新規］-［プロジェクト］を選択します。
［新規  プロジェクトの作成］ダイアログ ボックスが表示されます。

2. ［プロジェクト名］フィールドにプロジェクトの名前を入力します。
3. LISA_HOME\Projects ディレクトリ以外の場所にプロジェクトを作成するには、［プロジェクト名］フィールドの横
にあるアイコンをクリックして場所を指定します。

4. 既存の MAR ファイルからプロジェクトを作成するには、以下の手順に従います。
a. ［以下のいずれかに基づいて新しいプロジェクトを作成します］チェック ボックスをオンにします。
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b. ［MAR ファイル］オプションを選択します。
c. MAR ファイル名およびディレクトリの場所を指定します。

5. ［作成］をクリックします。

プロジェクトを開く

プロジェクトは、 またはコマンドラインから開くことができます。

からプロジェクトを開く方法

1. メイン メニューから［ファイル］-［開く］-［プロジェクト］を選択します。
いくつかのプロジェクトをすでに開いたことがある場合は、最近開かれたプロジェクトのリストが表示され、そこか
ら選択することができます。選択すると、そのプロジェクトが開きます。

2. プロジェクト ファイルを参照するには、選択リストから［ファイル システム］を選択します。［プロジェクトを開
く］ウィンドウが表示されます。

3. プロジェクトを選択し、［開く］をクリックします。

コマンドラインからプロジェクトを開く方法

1. LISA_HOME\bin ディレクトリに移動します。
2. 実行可能ファイルを実行し、引数としてプロジェクト ディレクトリを指定します。プロジェクト ディレクトリは絶
対パスまたは相対パスで指定できます。以下の例では絶対パスを使用しています。

LISAWorkstation "C:\Program Files\CA\Lisa\Projects\Project1"

［クイック スタート］ウィンドウ

［クイック スタート］ウィンドウは、を開いたときに最初に表示されるウィンドウです。このウィンドウには、の最も
有用なオプションの一部が表示されます。

NOTE
［クイック スタート］ウィンドウは、その他のタブが開かれた後もタブとして常に使用できます。

以下の図は、［クイック スタート］ウィンドウを示しています。お使いの画面の解像度に応じて、詳細なオプションか
簡潔なオプションのいずれかが表示されます。すべてのオプションを表示するには、ウィンドウの下部にある下向き矢印
をクリックします。
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最近の使用履歴

デフォルトでは、［最近使用したドキュメントを開く］オプションが選択されます。

右ペインには、最近開いたプロジェクト、テスト ケース、スイート、ステージング ドキュメント、仮想サービス モデ
ル、および仮想サービス イメージが表示されます。

Web サービス テストの作成

［Web サービス テストの作成］オプションで、Web サービス テスト ケースを作成できます。必要なパラメータは右ペ
インに表示されます。

以下の手順に従います。

1. ［WSDL URL］、［サービス］、および［ポート］の詳細を入力します。
2. ［すべて］または［なし］からテストする操作を選択するか、または各項目を個別に選択します。
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3. 右ペインで、テストの名前を入力し、テストを保存したいプロジェクト フォルダ内の場所のパスを選択します。パス
を選択すると、パスが［パス］フィールドに表示されます。このペインではどのフォルダも右クリックでき、フォル
ダの作成、名前変更、削除を実行できます。

4. テスト ケースを作成するには、緑の矢印

をクリックします。

詳細については、「Web サービスの生成」を参照してください。

Swagger テストの作成

［Swagger テストの作成］オプションで、Swagger 2.0 ドキュメントからベースライン テストを作成できます。

ベースライン テストは、Baselines フォルダのサブフォルダに保存されます。サブフォルダには、監査ドキュメント、
ステージング ドキュメント、およびベースライン テストを実行するためのスイートも含まれます。

設定ファイルは、Configs フォルダに保存されます。設定ファイルには、ベースライン テストを実行する必要があるす
べてのプロパティが含まれています。ベースライン テストまたはテスト スイートを実行する前に、設定をアクティブと
してマークします。

選択した各メソッドで、MIME タイプごとに 1 つのベースラインが生成されます。各ベースライン内で、可能な応答ごと
に 1 つのステップが生成されます。

この機能は、Forward Cars のデモ アプリケーションでテストできます。Forward Cars には、インベントリ サービスを
記述する Swagger ドキュメントが含まれています。ドキュメントは以下の URL で入手できます。

http://localhost:3500/cars-inventory/swagger.json

Forward Cars が別のコンピュータで実行されている場合は、localhost を他のコンピュータのホスト名または IP アドレ
スに置き換えます。

Swagger ドキュメントは、examples プロジェクトの Data フォルダでも利用できます。ファイル名は cars-inventory-
swagger.json です。
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以下の手順に従います。

1. ［URL］フィールドで、URL を入力するか、Swagger 2.0 ドキュメントを含むファイルを参照します。
2. ［Swagger キャッシュのリフレッ

シュ
］

をクリックします。
Swagger の解析に成功すると、［エンドポイント］フィールドと［メソッド］ペインには、Swagger ドキュメント
の情報が読み込まれます。［エンドポイント］フィールドは変更できません。

3. ［メソッド］ペインで、仮想化する、エンドポイント内のメソッドを選択します。
デフォルトでは、すべてのメソッドが選択されます。必要に応じて、［すべて選択］または［Select None］をク
リックできます。

4. 右下隅のフィールドを見つけて、ベースライン テストが保存されているサブフォルダの名前を入力します。
5. テスト ケースを作成するには、緑の矢印

をクリックします。
ベースライン テストが作成されます。さらに、選択したメソッドが無効になります。

6. 残りのメソッドで別のベースライン テストを作成するには、メソッドを選択して新しいベースライン テスト名を選
択します。

Web テストの作成

［Web テストの作成］オプションで、Web テストを作成できます。

以下の手順に従います。

1. Web テストの URL を入力します。
2. ［HTTP トラフィックのみキャプチャ］を選択します。
3. チェック ボックスでオプションを選択します。

– HTML 応答のみ
HTML 応答のみをキャプチャします。

– 外部ブラウザを使用
外部ブラウザ ウィンドウを開きます。

– IE を 用に設定
Internet Explorer を  用に設定します。

4. 右ペインで、テストの名前を入力し、テストを保存したいプロジェクト フォルダ内の場所のパスを選択します。パス
を選択すると、パスが［パス］フィールドに表示されます。このペインではどのフォルダも右クリックでき、フォル
ダの作成、名前変更、削除を実行できます。
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5. テスト ケースを作成するには、緑の矢印

をクリックします。

詳細については、「Web サイトの記録」を参照してください。

仮想サービス モデルの作成

［VS モデルの作成］オプションでは、仮想サービス モデルおよび対応するサービス イメージを作成できます。

以下の手順に従います。

1. 使用可能なプロトコルのリストからトランスポート プロトコルを選択します。この選択内容によって、ウィンドウの
次のシーケンスが変わります。

2. サービス イメージの名前を入力します
3. VSM の名前を入力し、それを保存したいプロジェクト フォルダ内の場所のパスを選択します。パスを選択すると、
パスが［パス］フィールドに表示されます。

4. テスト ケースを作成するには、緑の矢印

をクリックします。

VSM および VSI を作成するためのウィンドウおよびオプションの詳細については、「サービス イメージの作成」を参照
してください。

Web サービスの仮想サービス イメージの記録

［WS VS イメージの記録］オプションでは、Web サービスからサービス イメージを作成できます。必要なパラメータ
は右ペインに表示されます。
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以下の手順に従います。

1. リスンおよび記録するポートを入力します。
2. 記録する Web サービスの URL を入力します。
3. 記録するターゲット ホストおよびポートを入力します。
4. このサービス イメージで SSL を使用するかどうかを指定するには、SSL チェック ボックスを使用します。
5. VSM および SI の名前を入力します。
6. テスト ケースを作成するには、緑の矢印

をクリックします。

WSDL からのサービス イメージの作成

［WSDL を使用した SI の作成］オプションでは、WSDL ドキュメントからサービス イメージを作成できます。必要な
プロパティは右ペインに表示されます。

 403



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

以下の手順に従います。

1. ［WSDL URL］、［サービス］、および［ポート］の詳細を入力します。入力する［WSDL URL］でパスにプロパ
ティが含まれていない場合は、［サービス］および［ポート］は自動的に入力されます。

2. テストする操作を選択するには、［すべて］または［なし］をクリックするか、または各操作を個別に選択します。
3. サービス イメージの名前を入力し、それを保存するプロジェクト フォルダ内のパスを選択します。
4. テスト ケースを作成するには、緑の矢印

をクリックします。

関連情報

［関連情報］オプションには、ドキュメント、オンライン サポート、および  グローバル コミュニティへのリンクが表
示されます。

の使用可能なすべてのユーザ ドキュメントはこのメニューからアクセスできます。

メモリ メータ

のメイン ウィンドウの右下隅にある  メモリ メータには、メモリ使用量と空き容量に関するランタイム情報が表示され
ます。

• ガベージ コレクションを実行するには、メモリ メータをクリックします。
• ヒープ ダンプ ファイル（HProf）を生成するには、メモリ メータを右クリックします。［ヒープをダンプ］オプショ
ンを選択します。

NOTE
この機能は、CA サポートがメモリ不足状態の原因を特定するために役立つ診断ツールです。メモリ不足状
態が発生すると、ヒープが自動的にダンプされます。このオプションは、ヒープ ダンプを手動でトリガする
ためのものです。

ダンプが作成された後、ヒープ ダンプが取得されたことを示すメッセージが表示されます。

トレイ パネル

には、ログ メッセージの出力ステップなどの特定の機能のためのトレイ パネルがあります。
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トレイ パネルの開閉操作にアニメーションを使用するかどうかを制御できます。デフォルトでは、リモート デスクトッ
プを使用して  にアクセスするユーザのパフォーマンスを向上させるために、アニメーションは無効になっています。

アニメーションを有効にするには、site.properties または local.properties ファイルに以下の行を追加します。

lisa.ui.tray.animation=true

テスト ケースの作成
テスト ケースを作成するには、以下の概念に関する知識を必要とします。

• プロパティの設定
• 設定の使用、およびプロジェクトへの設定の適用
• フィルタの適用
• アサーションの追加
• データ セットの追加
• コンパニオンの追加

このセクションでは、複合オブジェクト エディタについても説明します。

NOTE

詳細情報：

• テスト ケースの構造
• プロパティ
• 設定
• アセット
• フィルタ
• アサーション
• データ セット
• コンパニオン
• 複合オブジェクト エディタ（COE）
• テスト ステップの作成
• テスト ケースの作#
• サブプロセスの作成

テスト ケースの構造

テスト ケースは、テスト中のシステムのビジネス コンポーネントをテストする方法の仕様です。テスト ケースは XML
ドキュメントとして格納され、コンポーネントまたはシステムをテストするために必要な情報がすべて含まれています。

テスト ケースは、成功および失敗したステップの結果を表すパスで連結されたテスト ステップで記述されたワークフ
ローです。ステップにはアサーションを指定することができ、アサーションの起動に応じて異なるパスが提供されます。

NOTE
テスト ケースは定期的に保存してください。

NOTE

詳細情報：
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• テスト ケースのクイック スタート
• multi-tier-combo テスト ケース
• テスト ケースのエレメント
• テスト ステップのエレメント

テスト ケースのクイック スタート

テスト ケースの操作を開始する方法

1. レジストリを起動します。
「DevTest レジストリ」を参照してください。

2. でプロジェクトを作成するか、開きます。
「プロジェクト パネル」を参照してください。

3. プロジェクト内にテスト ケースを作成します。
「テスト ケースの作成#を参照してください。
テスト ケースは、メイン メニューから［ファイル］-［開く］-［テスト ケース］を選択して、プロジェクトの中ま
たは外から開くことができます。

multi-tier-combo.tst テスト ケースを以下の図に示します。multi-tier-combo テスト ケースの詳細については、「multi-
tier-combo テスト ケース」を参照してください。

は、以下の主な領域（左から右に）に分かれています。

• プロジェクト パネル
• モデル エディタ
• エレメント パネル

プロジェクト パネル

プロジェクト パネルはウィンドウの左の部分にあり、ドッキングが可能です。左側の［プロジェクト］

ボ
タンを使用すると、プロジェクト パネルを開いたり閉じたりすることができます。

を初めて開くと、最後に開いていたプロジェクトがデフォルトで開かれます。
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詳細については、「プロジェクト パネル」を参照してください。
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モデル エディタ

モデル エディタは、テスト ケースのワークフローを作成および表示するために使用します。テスト ケースのワークフ
ローは、特定のテスト ケースに適用されるすべてのテスト ステップ、フィルタ、およびアサーションで構成されていま
す。

モデル エディタはテスト ケースを作成および表示する場所です。ウィンドウの中央の部分には、テスト ケースの名前で
あるタブが表示されます。
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緑色の矢印

は、テスト ケースの開始点を示しています。

モデル エディタ内のワークフローは、テスト ケースのグラフィカルなビューを表しています。このビューはテスト ケー
スのワークフローを視覚的に迅速に検証するのに役立ちます。

モデル エディタのワークフロー内のアイコンは、テスト ケースの各ステップを表しています。アイコンはテスト ステッ
プのタイプによって異なります。たとえば、データベース関連のステップの場合は、データベース アイコンおよび関連
するフィルタやアサーションがステップに表示されます。

エレメント パネル

エレメント パネルには、テスト ケースまたはテスト ステップに必要なエレメントが表示されます。
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デフォルトのステップ名にステップ名を戻すには、［名前をデフォルトに戻

す
］
ボタンをクリックします。

必要なテスト ケースまたはテスト ステップのエレメントをクリックすると、エレメントの追加や削除を行えます。

一部のエレメントはグローバル レベル（テスト ケース全体）で適用できます。一部のエレメントはステップ レベルで
（特定のテスト ステップのみ）適用できます。

テスト ケースの先頭には、必要な情報を入力します。

以下に例を示します。

• テスト ケース情報： テスト ケース名を入力し、このケースがサブプロセスかどうかを選択します。
• ドキュメント： テスト ケースのドキュメントを入力します。

このテスト ケースにステップを追加すると、ステップのワークフローの形成が始まります。エレメントの新しいセット
がエレメント パネルにテスト ステップ レベルで表示されます。

multi-tier-combo テスト ケース

examples プロジェクトには、multi-tier-combo という名前のテスト ケースがあります。

このテスト ケースは、さまざまなサービス エンドポイントを使用して、デモ アプリケーションの  Bank を検証します。
このケースでは、SOAP、EJB、JMS、および Web トランザクションをテストし、デモ サーバのデータベースを直接検
証するなどのさまざまな方法でこれらのトランザクションを検証します。
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また、このテスト ケースでは、複雑な SOAP オブジェクトをスプレッドシートから作成する方法を示します。プロジェ
クトの Data フォルダにある multi-tier-users.xls スプレッドシートは、最初のステップにある User データ セットを返
します。

このテストを［対話型テスト ラン（ITR）］ウィンドウで実行すると、スプレッドシートの最初の行から 1 ユーザを作成
して終了します。

サンプルの 1User0Think_RunContinuously ステージング ドキュメントを使用してテストをステージングすると、データ
セットの末尾に到達するまでテストが再起動されます。この方法は大きなデータ セットを繰り返し反復する場合に適し
ています。テスト ケースにループを使用することもできますが、柔軟性がなくなります。

ステージング ドキュメントでデータ セットを制御してテストを終了させると、多数の仮想ユーザにテストを広げること
ができます。また、反応時間などを使用して、テストのペースを制御できます。

テストの最初のステップで設定されるグローバル データ セットのみが、ステージング ドキュメントが「継続的なテスト
実行を終了」する動作に影響を与えます。データ セットがテストに対してローカルか、テスト内のどこかで宣言されて
いる場合は、「継続的な実行」の動作は実際には「永久に実行」を意味します。

プロジェクトパネルでは example プロジェクト フォルダが開かれ、エレメント パネルにはテスト ケース エレメントの
セットが表示されることに注目してください。

このとき、モデル エディタ セクションにはテスト ケース情報が表示されます。
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テスト ケースのエレメント

テスト ケースのエレメントは、テスト ケースを作成する際に全面的に役立ちます。以下の図は、 の右側の［テスト
ケース］パネルにテスト ケース エレメントがどのように表示されるかを示しています。
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テスト ケース情報

［テスト ケース情報］タブで、テスト ケースの名前を変更できます。

このタブは、サブプロセスを作成したり、テスト ケースをサブプロセスに変換したりする場合の入力場所としても使用
します。サブプロセスは、スタンドアロンのテストとして実行されるのではなく、別のテスト ケースによってコールさ
れるテスト ケースです。

サブプロセスの詳細については、「サブプロセスの作成」を参照してください。

コンパニオン

コンパニオンは、すべてのテスト ケースの実行の前後に実行されるエレメントです。コンパニオンは、テスト ケースの
グローバル動作を設定するために使用します。再起動するとコンパニオンが再度実行されます。

コンパニオン エディタを開くには、［エレメント］パネルでコンパニオンをダブルクリックします。

詳細については、「コンパニオン」を参照してください。

グローバル アサーション

アサーションは、1 つのステップとそのすべてのフィルタが実行された後に実行されるエレメントです。アサーション
は、ステップの実行結果がユーザの想定に一致することを検証します。##### ######は、テスト ケース全体に適用され
ます。

アサーション エディタを開くには、［グローバル アサーション］リストでアサーションをダブルクリックします。
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アサーションの詳細については、「アサーション」を参照してください。

グローバル フィルタ

フィルタは、テスト ステップの前後に実行されるエレメントです。フィルタを使用すると、結果のデータを変更した
り、プロパティに値を格納することができます。##### ####は、テスト ケース全体に適用されます。

フィルタ エディタを開くには、［グローバル フィルタ］リストでフィルタをダブルクリックします。

詳細については、「フィルタ」を参照してください。

ドキュメント

［ドキュメント］領域では、テスト ケースのドキュメントを追加できます。このテキストはどのプロセスでも使用され
ませんが便利な場所です。テスト ケースの説明や、このテスト ケースを使用するその他のユーザ向けにメモを記述する
のはよい習慣です。

テスト ステップのエレメント

テスト ステップはワークフロー テスト ケース エレメントであり、テスト中のシステムのビジネス機能を検証する基本
的なアクションを実行します。ステップはテスト中のシステムを部分的に呼び出すために使用できます。通常これらのス
テップは、モデル エディタでテスト ケースとしてワークフローを作成するために連結されます。各ステップでは、デー
タを抽出するフィルタを作成したり、応答データを検証するアサーションを作成することができます。

これらのエレメントの詳細については、「テスト ステップの作成」で説明します。
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ステップ情報

［ステップ情報］セクションは、テスト ステップの基本的な情報を記述する場所です。

ステップ名、反応時間、実行先の詳細、および次のステップの詳細を入力できます。また、グローバル フィルタを使用
してステップを実行したり、ステップをクワイエットで実行したりすることを指定できます。

詳細については、「テスト ステップの作成」を参照してください。
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ログ メッセージ

［ログ メッセージ］は、ステップに対するメッセージを入力できるテキスト フィールドです。このメッセージは、テス
ト ステップまたはテスト ケースの実行時に表示されます。

詳細については、「テスト ステップ ロガー」を参照してください。

アサーション

アサーションは、1 つのステップとそのすべてのフィルタが実行された後に実行されるエレメントです。アサーション
は、ステップの実行結果がユーザの想定に一致することを検証します。アサーションの結果は常にブール値（true または
false のいずれか）です。

結果によってテスト ステップが成功したか失敗したか、また、テスト ケース内の次に実行するステップを判断します。
つまりアサーションは、ワークフローに条件ロジック（分岐）を導入することにより、テスト ケースのワークフローを
動的に変更します。

アサーションの詳細については、「アサーション」を参照してください。

フィルタ

フィルタは、テスト ステップの前後に実行されるエレメントです。フィルタを使用すると、結果のデータを変更した
り、プロパティに値を格納することができます。

詳細については、「フィルタ」を参照してください。

データ セット

データ セットは、テストの実行時にテスト ケースにプロパティを設定するために使用できる値のコレクションです。こ
の機能によって、テスト ケースに外部のテスト データを使用することができます。

詳細については、「データ セット」を参照してください。
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参照プロパティ

このセクションには、テスト ステップが使用または参照するプロパティのリストが表示されます。

拡張ビューを開いてその変数値を取得するには、プロパティを選択して右クリックします。

詳細については、「プロパティ」を参照してください。

設定プロパティ

このセクションには、テスト ステップで設定するプロパティのリストが表示されます。［参照プロパティ］および［設
定プロパティ］は特定のステップに対するものであり、別のステップが選択されたときには変化します。

詳細については、「プロパティ」を参照してください。

ドキュメント

［ドキュメント］領域では、テスト ステップのドキュメントを追加できます。このテキストはどのプロセスでも使用さ
れませんが便利な場所です。テスト ステップの説明や、このテスト ステップを使用するその他のユーザへのメモを記述
するのはよい習慣です。

プロパティ

テスト プロパティは名前と値のペアであり、キー値ペアとも呼ばれます。

テスト ケースにおけるデータの独立性、再利用性、移植性の鍵となるのは、テスト ケースの抽象化された特定のデータ
値を変数に置き換える機能です。これらの変数を#####と呼びます。いくつかのプロパティは事前に定義されおり、アプ
リケーションの動作を決定します。その他のプロパティは、テストを作成する際に作成します。
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テスト ケースを作成するには、プロパティについて正しく理解することが重要です。テスト ケースのコンテキストで
は、変化する可能性があるものに対してはプロパティを使用するようにします。このシナリオの例としては、テスト ス
テップ内の値や設定内の値があります。

プロパティはいくつかの方法で定義できます。定義した後は、テスト ケース内の後続のステップ、アサーション、およ
びフィルタで使用できます（これらはテスト ケースに対してグローバルです）。プロパティは、いくつかの例外を除い
ては、テスト ケースで上書きされます。

プロパティ値が設定されると、必ずプロパティの設定イベントが記録されます。このイベントには、プロパティ名と値が
含まれます。

プロパティ値に使用できるのは、文字列だけではありません。プロパティには、テスト ステップからの文字列、数
値、XML フラグメント、シリアライズされた Java オブジェクト、または完全な応答を格納できます。プロパティの多
くはテストの実行中に作成され、後続のテスト ステップで使用できます。たとえば、lisa.stepname.rsp プロパティに
は、stepname ステップの応答が格納されます。

主なプロパティ ファイルを以下に示します。

• lisa.properties
• local.properties
• site.properties

これらのファイルの詳細については、「プロパティの説明」を参照してください。

プロパティの指定

以下の構文を使用してプロパティを指定します。

{{property_name}}

プロパティが識別され、使用されるときには、プロパティの現在の値で {{プロパティ名}} が置き換えられます。プロパ
ティが予測でき、唯一の選択肢となる場合があります。また、プロパティ名を明示的に要求される場合もあります。この
ような場合には、中かっこなしでプロパティ名を入力します。プロパティをテキスト文字列に埋め込む場合には、中かっ
こを使用します。その他の構文としては、プロパティ式（{{=式}} または {{プロパティ名=式}}）を使用できます。

プロパティ名にはスペースを含めることができます。ただし、スペースの使用は推奨されていません。プロパティ構文を
定義する文字（{、}、=）は使用できません。存在しないか無効なプロパティを参照すると、 はそのプロパティを中かっ
この状態で残します。

UNIX 式のラインフィードが含まれたプロパティ ファイルを編集する場合は、ワードパッドなどの適切なエディタを使用
してください。

NOTE
lisa. で始まるプロパティ名は、内部使用のために予約されています。 は lisa で始まるプロパティを非表示にし
たり、削除したりすることができます。

 

 

NOTE

詳細情報：

• プロパティ式
• 文字列パターン
• プロパティのソース
• 共通のプロパティと環境変数
• ［プロパティ］ペインの使用
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プロパティ式

プロパティには、さまざまなタイプのデータを格納できます。また、式を評価して格納することもできます。これらの
式には、BeanShell で評価できる有効な Java または JavaScript の式を含めることができます。BeanShell は Java イン
タープリタ環境です。さらに、これらの式には本物のように見える仮の文字列を与える文字列パターンを使用でき、大半
の目的に使用できます。

BeanShell の詳細については、「DevTest での BeanShell の使用」または www.beanshell.org を参照してください。

プロパティ式を使用するには、以下のいずれかの形式を使用します。

• {{=expression}}
BeanShell を使用してこの式が評価され、評価の結果によって {{expression}} が置き換えられます。たとえば、
{{=Math.random()}} では静的な Java メソッドを評価して、返されたランダムな数値で {{}} の構造を置き換えます。

• {{key=expression}}
{{rand=Math.random()}} を使用すると、rand プロパティに返されたランダムな数値を設定して、{{}} の構造をランダ
ムな数値に置き換えます。

すでにプロパティとして定義されているため、プロパティ式において名前のみ（中かっこなし）でプロパティを参照でき
ます。プロパティが見つからない場合は、プロパティ式が中かっこの中に返され、式に問題があったことが示されます。

例

プロパティ式を使用する良い練習は、ステップが 1 つだけの簡単なテスト ケースであるログ メッセージの出力を作成す
ることです。このステップは、ログに書き込み、［対話型テスト ラン (ITR)］の［応答］タブに応答を表示するのみで
す。そのため、プロパティ式を使用して実験することができます。

以下の例では、examples ディレクトリにある multi-tier-combo テスト ケースを使用しています。

以下の図は ITR ユーティリティでこの例が表示された状態を示しています。
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以下のグラフィックは、ITR の［プロパティ］タブを示しています。表示されているタブは、Get User （ユーザの取
得）ステップのものです。
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以下の図は ITR の［テスト イベント］タブを示しています。
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［テスト イベント］タブで［プロパティの設定］イベントを見つけてください。

Java 開発者は、JavaScript ステップのプロパティ式のテストに BeanShell 環境を利用することもできます。

文字列パターン

#######は、プロパティ式の特別なタイプであり、{{ =[:patternname:] }} という構文で表します。たとえば、名前の形式
を指定するときには、文字列パターン プロパティは {{ =[:First Name:] }} となります。このプロパティは、本物の名前の
ように見える仮の名前に対して評価することができます。

以下のビデオは、文字列パターンの概要を示します。

この動作は、名前に見えないランダムな文字列を処理するよりはるかに適切です。文字列パターン機能では、名前のほか
に、姓、日付、社会保障番号、クレジットカード番号、クレジット カードの有効期限などの多くのパターンをサポート
しています。この仮のデータは、reportdb データベースの TESTDATA から取得されます。

テスト ケースで名前が必要な場合には、データ ットで {{ =[:First Name:] }} を使用することを推奨します。「{{=[」の部
分は、文字列パターンを使用するというサインであり、これには「登録されている」項目のリストがあります。

たとえば、ログ ステップで以下の情報を使用するとします。
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{{=[:First Name:]}} {{=[:Middle Initial:]}} {{=[:Last Name:]}}

{{=[:Street Address:]}}

{{=[:City:]}}, {{=[:State Code:]}}

{{=[:ZIP Code:]}} {{=[:Country:]}}

SSN: {{=[:SSN:]}}

Card: {{=[:Credit Card:]}} Expires {{=[:CC Expiry:]}}

Phone: {{=[:Telephone:]}}

Email: {{=[:Email:]}}

以下の応答が提供されます。

Marilyn M Mcguire

3071 Bailey Drive

Oelwein, IA

50662 US

SSN: 483-16-8190

Card: 4716-2361-6304-6128 Expires 3/2014

Phone: 319-283-0064

Email: Marilyn.C.Mcguire@spambob.com

ステップを再度実行すると、異なるデータが取得されます。 は、テスト データ データベース内の行の数を追跡し、1 か
ら N の間の行をランダムに選択します。

既存の文字列パターンがすべて表示され、ドキュメントが表示される以下のウィンドウを開くには、ページの右端にある
垂直の［パターン］タブをクリックします。
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実装情報

デフォルトでは、このデータはレポート データベースの TESTDATA テーブルに保存されています。

は、起動時に、TESTDATA テーブルにデータがあるかどうかを確認します。データがない場合は、lisa-core.jar 内の
com/itko/lisa/test/data/TestData.csv が読み取られ、データベースがロードされます。何らかの理由で reports.db が削除さ
れた場合は、テスト データは再作成されます。データベースの読み取りは起動時にのみ行われ、約 15 秒かかります。

独自の文字列パターンの作成

独自のデータを追加する場合に注意する唯一のことは、ID を正しく割り当てることです。1 から開始し、行の数に到達
するまで空番なしで増加させます。

文字列ジェネレータ コードは基本的に、ランダムなオブジェクトから「n」を取得した後、ID が「n」のテストデータか
らワイルドカード（*）で選択します。したがって、効率的なルックアップを行うには、ID がテーブルのプライマリ キー
である必要があります。

プロパティのソース

プロパティは、以下のいくつかのソースを元にすることができます。

•
• 環境変数
• 起動時のコマンド ライン変数
• 設定
• コンパニオン
• テスト ステップ
• フィルタ
• データ セット
• 文字列パターン

プロパティは上書きすることができるため、プロパティの階層（プロパティがテスト ケースで読み取られる順番）を理
解する必要があります。

以下の階層が使用されます。

1. テストのセットアップ中にロードされるプロパティ。
2. オペレーティング システムの環境変数（java.version または os.user など）。
3.  プロパティ ファイル。
4. コマンド ライン属性。
5. デフォルト設定。
6. 任意の代替設定プロパティ（アクティブな設定ファイルまたはランタイム設定ファイルから）。
7. テストの実行時に設定されるプロパティ。
8. コンパニオン内のプロパティ。
9. （データ セット、フィルタ、およびステップ内で）テストの実行時に設定されるプロパティ。テストの実行時に設定
されるプロパティによって、それまでに設定された値が上書きされます。

共通のプロパティと環境変数

共通のプロパティと環境変数には、以下のものがあります。

• HOT_DEPLOY
プロジェクトに固有の hotDeploy ディレクトリを指します。

• LASTRESPONSE
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最後に実行されたステップに対する応答。
• LISA_HOME
インストール ディレクトリを指し、自動的に設定されます。この値の最後にはスラッシュが含まれま
す。examples などのディレクトリを参照するには、以下のように指定します。

{{LISA_HOME}}examples

ディレクトリ名の前にスラッシュは必要ありません。
• LISA_HOST
テスト環境が実行されているシステムの名前。

• LISA_JAVA_HOME
使用する Java VM です。このプロパティは、組み込みの VM を使用しない場合にのみ設定します。Java がインス
トールされていない場合、 はバンドルされている付属の JRE を使用します。また、インストール ディレクトリにあ
る jre ディレクトリの名前を、jre_notinuse などに変更する必要があります。

• LISA_POST_CLASSPATH
のクラスパスの後ろに情報を追加するために使用します。 は、OS 環境の CLASSPATH 変数を使用しません。 のク
ラスパスの後ろに独自の JAR を追加するには、LISA_POST_CLASSPATH を使用します。

• LISA_PRE_CLASSPATH
のクラスパスの前に情報を追加するために使用します。 は、OS 環境の CLASSPATH 変数を使用しません。 のクラ
スパスの前に独自の JAR を追加するには、LISA_PRE_CLASSPATH を使用します。

• LISA_PROJ_NAME
現在のドキュメントが属するプロジェクトの名前。LISA_PROJ_NAME は、コールするメインのテスト プロジェクト
を参照します。

• LISA_RELATIVE_PROJ_NAME
現在のドキュメントが属するプロジェクトの名前。LISA_RELATIVE_PROJ_NAME は、現在実行しているテストま
たはサブプロセスのプロジェクトを参照します。テストがサブプロセスをコールしない場合、LISA_PROJ_NAME と
LISA_RELATIVE_PROJ_NAME は同じです。

• LISA_PROJ_PATH
プロジェクト ディレクトリの完全修飾パス。値はオペレーティング システムによって異なります。Windows では、
円記号（\）を区切り文字として使用します。その他のオペレーティング システムでは、スラッシュ（/）を区切り文
字として使用します。以下の例は、Windows インストールの場合です。

C:\Program Files\CA\DevTest\Projects\MyProject

カスタム Java ステップで LISA_PROJ_PATH を使用するときには、構文 {{LISA_PROJ_PATH}} がサポートされない
という制限があります。カスタム Java ステップは、スクリプトをコンパイルするために Java コンパイラを呼び出
し、Java は円記号を文字列内のエスケープ文字として扱います。そのため、この文字列ではコンパイラ エラーが発
生します。回避策は、変数として LISA_PROJ_PATH を使用することです。以下に例を示します。

File f = new File ( LISA_PROJ_PATH );

• LISA_RELATIVE_PROJ_PATH
現在実行しているテストまたはサブプロセスのプロジェクト ディレクトリの完全修飾パス。LISA_PROJ_PATH は、
コールするメインのテストを参照します。詳細については、LISA_PROJ_PATH を参照してください。テストがサブ
プロセスをコールしない場合、LISA_PROJ_PATH と LISA_RELATIVE_PROJ_PATH は同じです。

• LISA_PROJ_ROOT
プロジェクト ディレクトリの完全修飾パス。値はオペレーティング システムに依存しません。Windows を含むすべ
てのオペレーティング システムでは、スラッシュ（/）を区切り文字として使用します。以下の例は、Windows イン
ストールの場合です。
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C:/Program Files/CA/DevTest/Projects/MyProject

• LISA_RELATIVE_PROJ_ROOT
現在実行しているテストまたはサブプロセスのプロジェクト ディレクトリの完全修飾パス。LISA_PROJ_ROOT は、
コールするメインのテストを参照します。詳細については、LISA_PROJ_ROOT を参照してください。テストがサブ
プロセスをコールしない場合、LISA_PROJ_ROOT と LISA_RELATIVE_PROJ_ROOT は同じです。

• LISA_PROJ_URL
プロジェクト ディレクトリの URL。以下に例を示します。

file:/C:/Program%20Files/CA/DevTest/Projects/MyProject

• LISA_RELATIVE_PROJ_URL
現在実行しているテストまたはサブプロセスのプロジェクト ディレクトリの URL。LISA_PROJ_URL は、コールす
るメインのテストを参照します。詳細については、LISA_PROJ_URL を参照してください。テストがサブプロセスを
コールしない場合、LISA_PROJ_URL と LISA_RELATIVE_PROJ_URL は同じです。

• LISA_TC_PATH
テスト ケースを格納するディレクトリの完全修飾パス。

• LISA_TC_URL
テスト ケースを格納するディレクトリの URL。

• LISA_USER
テスト ケースをロードしたユーザ。

プロパティ ファイル

主なプロパティ ファイルを以下に示します。

• lisa.properties
• local.properties
• site.properties

NOTE

詳細情報：

• DevTest プロパティ ファイル（lisa.properties）
• カスタム プロパティ ファイル

プロパティを表示

［プロパティ］ペインでは、テスト ケースに関連付けられているプロパティを表示できます。また、このペインを使用
すると、プロパティを特定のステップに追加するプロセスが簡略化されます。

以下の手順に従います。

1. 変更するテスト ケースを開きます。
2. 以下のアクションのいずれかを完了します。

– ページの右端にある垂直の［プロパティ］タブをクリックします。
– メイン メニューの［ヘルプ］ - ［プロパティを表示］をクリックします。
– テスト ケース ツールバーにある

［モデル プロパティの表示］をクリックします。
［プロパティ］ペインが開きます。
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3. プロパティを追加するエレメント ツリーのテキスト フィールドに移動し、テキスト フィールド内をクリックしま
す。

4. ［プロパティ］ペインで追加するプロパティを選択します。
– 名前でプロパティを検索するには、ペインの下部にある［検索］フィールドを使用します。
– 特定のカテゴリのプロパティにリストを制限するには、ペインの上部にあるリストからプロパティを選択します。
– のこのインスタンスに対してグローバルなプロパティを表示するには、ページの右端にある［グローバル プロパ
ティ］をクリックします。

5. ［プロパティ］ペインの下部にある［追加］をクリックします。
プロパティが選択したフィールドに追加されます。

設定

##は、通常ではテスト中のシステムの環境に固有の値を指定するプロパティの名前付きコレクションです。

ハードコードされた環境データをテスト ケースからなくすことにより、別の設定を使用するだけで、異なる環境で同じ
テストを実行できます。設定は、 全体（テスト ケース ドキュメント、テスト スイート ドキュメント、ステージング ド
キュメント、テスト ケースの実行、またはテスト スイートの実行など）で使用されます。

設定はプロジェクト レベルで定義する必要があります。これらのプロパティの値は、テスト ケースの先頭で指定できま
す。

すべてのプロジェクトに対するデフォルト設定は project.config です。1 つのプロジェクトに複数の設定を作成して、特
定のテスト ケースまたはスイートに対してそのうちの 1 つをアクティブにすることができます。

設定を作成する場合、新しいキーを追加することはできません。新しい設定にキーを追加するには、project.config ファ
イルで追加します。その後、project.config ファイルに追加した新しいキーは、新しい設定ファイルのドロップダウンか
ら選択できるようになります。

NOTE

設定ファイルに空白行を含めることはできません。

テストを作成するときに、プロパティが設定に自動的に追加されます。

たとえば、テストで WSDL 名を入力すると、定義されたサーバ名とポートが WSSERVER や WSPORT などのプロパ
ティで置き換えられます。これらのプロパティの値は、デフォルトのプロジェクト設定に自動的に追加されます。これ
で、いくつかのテスト ステップにハードコードされた値を探さなくても、設定を編集するだけで Web サービスの場所を
変更できます。

別の例として、Enterprise JavaBeans （EJB）または Java オブジェクトを使用するときに、ホット デプロイ ディレク
トリを切り替えたり、クラス パスに JAR ファイルを追加したりして、さまざまなバージョンの Java コードを使用する
ことができます。これらの場所には、HOT_DEPLOY および MORE_JARS という 2 つの標準プロパティがあります。こ
れらのプロパティは設定で設定できます。

その他のプロパティについては、「プロパティ」を参照してください。

設定は、テスト中のシステムに関連するプロパティを格納するためのものです。これらを「テストのような」パラメータ
やグローバル パラメータの格納場所として使用しないでください。これらのパラメータは、コンパニオンに格納できま
す。

NOTE
円記号（\）は設定ファイルでは保持されません。設定ファイルを手動で編集し、円記号を使用して何かを追加
すると、円記号なしで上書きされます。

設定ファイルは、キー/値のペアとしてプロパティが記述されたテキスト ファイルであり、拡張子は .config です。設定
ファイルは、すべてのテスト ランに不可欠です。

設定ファイルは任意のテキスト エディタで作成および編集し、拡張子 .config を付けて保存できます。
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テスト ランを開始するときに、設定ファイルを選択できます。詳細については、「テスト ケース実行中の設定の適用」
を参照してください。

設定ファイルには命名規則を設定して、代替設定を見付けやすくすることをお勧めします。

これらの設定ファイルは、 にインポートする必要があります。

NOTE

詳細情報：

• プロジェクト設定
• 設定の追加
• 設定をアクティブとしてマークする
• 設定の編集
• テスト ケース実行中の設定の適用

プロジェクト設定

すべてのプロジェクトには、project.config という名前の設定ファイルがあります。このファイルは、########とも呼
ばれます。 

プロジェクト パネルの Configs フォルダでは、プロジェクト設定がオレンジ色で表示されます。ファイルの拡張子は表
示されません。

プロジェクト設定の名前を変更したり、削除したりすることはできません。

プロジェクト設定をダブルクリックすると、［プロパティ エディタ］ウィンドウが表示されます。以下の図は、［プロ
パティ エディタ］ウィンドウを示しています。このエディタには、［キー］、［値］、［暗号化］という 3 つの列があ
ります。
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これらのパラメータは、すべての設定で使用できる標準のパラメータです。

プロジェクト設定には、その他のすべての設定で定義されているキーのスーパーセットが含まれます。その他の設定にパ
ラメータを追加するには、プロジェクト設定にパラメータを含める必要があります。こうすることで、その他の設定のド
ロップダウン リストから選択できるようになります。

デフォルトでは、プロジェクト設定はプロジェクトのアクティブな設定です。プロジェクトでアクティブにする設定を変
更できます。

設定の追加

1 つのプロジェクトには多数の代替設定を用意することができますが、アクティブな設定となるのは 1 つだけです。どの
ような代替設定またはデフォルト設定もアクティブにできます。代替設定は、デフォルト プロパティのみを上書きでき
ます。

キーを新しい設定に追加するには、キーをプロジェクト設定に追加します。新しく定義したキーは、新しい設定ファイル
のドロップダウン リストから選択できます。新しい設定ファイルでは、新しいキーを追加することはできません。

設定ファイルを作成するときに、プロジェクト設定ですでに定義されているキーのみを追加できます。いくつかの標準の
キーがインストール時に用意されています。

以下の手順に従います。

1. ［プロジェクト］パネルで Configs フォルダを右クリックし、［新規設定の作成］を選択します。
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2. 新しい設定の名前を入力します。
3. ［OK］をクリックします。

設定をアクティブとしてマークする

プロジェクトに別の設定を適用する場合は、その設定をアクティブにします。プロジェクト パネルの Configs フォルダ
では、任意の設定をアクティブとしてマークできます。アクティブな設定は、単一のテスト ケースではなく、プロジェ
クト全体に適用されます。

プロジェクト設定がアクティブな場合はオレンジでマークされます。その他の設定は黒で表示されます。

セカンダリ設定がアクティブな場合は紫でマークされ、プロジェクト設定はオレンジのままになります。

プロジェクト内の各テスト ケースでは、そのプロジェクトに適用されているアクティブな設定を共有します。プロジェ
クト内の各テスト ケースに個別の設定を割り当てることはできません。

アクティブな設定が選択されている場合、クイック テストのステージングではそれが使用されます。選択されていない
場合は、デフォルト設定（project.config）が使用されます。

設定をアクティブにするには、Configs フォルダ内の設定を右クリックし、［アクティブ化］を選択します。

設定の編集

プロジェクト設定以外の設定でプロパティを追加できるのは、そのプロパティがプロジェクト設定に存在している場合の
みです。

ベスト プラクティスは、設定に格納されているパス名でプロパティを使用することです。LISA_HOME または
LISA_PROJ_ROOT などのプロパティを使用すると、テスト ケースに移植性を持たせることができます。

プロパティ値には複数の行を含めることができます。

拡張ビューは、プロパティ値を編集するためのダイアログ ボックスで構成されています。このビューは、値が長い場合
や、値に複数の行が含まれる場合に便利です。拡張ビューを表示するには、プロパティ値のセルを右クリックして、［拡
張ビューの起動］を選択します。

以下の手順に従います。

1. Configs フォルダ内の設定をダブルクリックします。
プロパティ エディタが開きます。

2. プロパティ エディタの下部にある

［追加］をクリックしてプロパティを追加します。
新しい行がプロパティ リストに追加されます。

3. ドロップダウン リストから、選択したキーを選択します。
共通プロパティ名がドロップダウン リストに表示されます。
値:
– HOT_DEPLOY
ホット デプロイ ディレクトリの場所を示します。

– MORE_JARS
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JAR ファイルをクラス パスに追加します。
– NOTIFY_ON_FAIL
テスト ケースが失敗したときに通知する電子メール アドレスを定義します。

– RESOURCE_GROUP
リソース グループで定義されているリソースに基づいて、コーディネータおよび VSE の選択内容をフィルタしま
す。
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テスト ケース実行中の設定の適用

テスト ケースの実行中に設定を適用する方法については、［テスト ケースのステージング］を参照してください。

アセット

####は、1 つの論理的な単位にグループ化される設定プロパティのセットです。

通常、アセットは、外部アプリケーション、またはアプリケーションとの通信に必要な中間のクライアント/サーバ コン
ポーネントとの通信ポイントを表します。アセットのタイプには、JMS 接続ファクトリ、JMS 送信先、JNDI コンテキ
スト、および SAP JCo 送信先が含まれます。

アセットの主な利点は再利用です。同じプロパティを複数回入力する必要はありません。代わりに、プロパティをアセッ
トの一部として 1 回定義します。

以下のパラメータはすべてのアセットに共通です。

• 名前
• 説明
• ランタイム スコープ

アセットは設定に関連付けられます。設定を開くと、アセット ブラウザがプロパティ エディタの右側に表示されます。
プロジェクト設定には、その他の設定のすべてのアセットのスーパーセットが含まれます。その他の設定の 1 つにア
セットを設定して、プロジェクト設定の対応するアセットより優先させることができます。

アセットは、新規に作成またはテスト ステップから作成できます。

NOTE

詳細情報：

• アセット ブラウザ
• アセット エディタ
• アセットの継承
• ランタイム スコープ
• アセットの作成
• テスト ステップからのアセットの作成
• アセットの変更
• アセットの検証

アセット ブラウザ

設定を開くと、アセット ブラウザがプロパティ エディタの右側に表示されます。

NOTE
アセット ブラウザが空の場合、アセットは作成されていません。

メイン領域には、ツリー構造が表示されます。最上位ノードは#### ####です。2 番目のレベルのノードは#### ###で
す。

名前および説明のパラメータがメイン領域の下に表示されます。

［追加］ボタンが左下隅に表示されます。

以下の図は、アセット ブラウザを示しています。この例のアセットは、JMS と JNDI の 2 つのカテゴリに分類されま
す。JMS のカテゴリには、JMS 接続ファクトリ、JMS 送信先、JMS セッション、および JMS 接続の 4 つのアセット
タイプがあります。JNDI のカテゴリには、JNDI コンテキストというアセット タイプが 1 つあります。
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アセットがプロジェクト設定に関連付けられている場合、アセットを右クリックして［重複］を選択すると、アセットの
コピーを作成できます。

アセットが別の環境設定にも関連付けられている場合、アセットを右クリックし、［プロジェクト設定で重複］を選択し
てアセットのコピーを作成します。

アセット エディタ

アセット エディタを使用して以下のタスクを実行します。

• アセットの新規作成
• アセットの変更

アセット エディタには、基本モードと詳細モードの 2 つのモードがあります。

以下の図は、基本モードを示しています。名前および説明のパラメータはすべてのアセットの標準です。最初の水平の分
割線より下のパラメータはアセット タイプによって異なります。
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以下の図は、詳細モードを示しています。詳細モードを表示するには、右上隅の［PRO］をクリックします。

アセットには、その値が別のタイプのアセットであるパラメータを設定できます。たとえば、JMS セッション アセット
には、JMS 接続アセットを指定するパラメータがあります。JMS 接続アセットには、JMS 接続ファクトリ アセットを
指定するパラメータがあります。

一部のパラメータでは、値としてプロパティを入力できるようにエディタを変更できます。

値の個別のセットを提供するパラメータを使用すると、値を直接入力できるようにエディタを変更できます。

タイトル バーの緑色のボタンを使用して、アセットを確認できます。
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アセットの継承

すべてのプロジェクトには、プロジェクト設定があります。プロジェクトに、その他の設定を 1 つまたは複数設定する
こともできます。

プロジェクト設定には、その他の設定のすべてのアセットのスーパーセットが含まれます。

その他の設定でアセットを設定して、プロジェクト設定での対応するアセットよりも優先させることができます。

以下の図に例を示します。プロジェクト設定には、myAsset という名前のアセットがあります。このアセットには、名
前、説明、およびモードのパラメータが含まれます。2 番目の設定には、同じアセットがあります。ただし、2 番目の設
定のモード パラメータの値は、プロジェクト設定のモード パラメータの値とは異なります。したがって、2 番目の設定
のアセットは、プロジェクト設定のアセットよりも優先されます。

Figure 10: アセット継承図

アセットはタイプが同じである限り、別のクラスにすることもできます。

たとえば、プロジェクト設定に IBM MQ 接続ファクトリ アセットがあると仮定します。追加設定で、アセットを変更し
て TIBCO 接続ファクトリ アセットにすることができます。この変更が可能なのは、IBM MQ 接続ファクトリ アセット
および TIBCO 接続ファクトリ アセットのタイプが同じ JMS 接続ファクトリであるためです。

アセット ブラウザでは、色分けを使用して、各追加設定のアセット継承設定が表示されます。

• 灰色のアセットは、プロジェクト設定のアセットよりも優先されません。
• 黒のアセットは、プロジェクト設定のアセットよりも優先されます。

ランタイム スコープ

ランタイム スコープは、オープン アセット インスタンスがキャッシュされランタイム時に再利用される最小レベルを指
定します。

アセットにはそれぞれランタイム スコープがあります。また、テスト ステップの操作にランタイム スコープを設定でき
ます。

有効な値は以下のとおりです。
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• ステップ： オープン アセット インスタンスがキャッシュされ、それがアクセスされているステップで再利用されま
す。ステップが完了すると、アセット インスタンスはクローズされます。

• モデル： オープン アセット インスタンスがキャッシュされ、それがアクセスされているモデルの実行時に再利用さ
れます。モデルの実行が完了すると、アセット インスタンスはクローズされます。

• ステージング： オープン アセット インスタンスは、それがアクセスされているモデルのすべてのインスタンスに
よって再利用されるようにキャッシュされます。ステージングされたモデルのすべてのインスタンスが完了すると、
アセット インスタンスはクローズされます。

• グローバル： オープン アセット インスタンスが、現在の JVM 内のすべてのクライアントによってグローバルに再利
用されるようにキャッシュされます。アセット インスタンスがアイドルであった時間があると、アセット インスタン
スはクローズされます。このスコープは最大のスコープです。

• デフォルト： オープン アセット インスタンスが使用可能な最小スコープに割り当てられます。

アセットが操作で使用される場合、アセットと操作のランタイム スコープは異なる場合があります。 はランタイム ス
コープを評価し、使用する適切なランタイム スコープを判断します。

アセットの作成

アセット ブラウザまたはアセット エディタでアセットを作成できます。

以下の手順に従います。

1. 以下のアクションのいずれかを完了します。
– アセット ブラウザで、左下隅の［追加］をクリックし、アセット タイプを選択します。
– アセット エディタで、［新規アセットの追加］をクリックし、アセット タイプを選択します。使用可能なアセッ
ト タイプは、アイコンが表示されるパラメータによって異なります。

2. 必要な情報を入力します。［名前］フィールドを空白のままにすると、名前が自動的に生成されます。
3. ［OK］をクリックします。

テスト ステップからのアセットの作成

JMS 関連のテスト ステップからアセットを作成できます。

単一のテスト ステップから複数のアセットを作成できます。たとえば、JMS メッセージング（JNDI）ステップを使用す
ると、以下のアセット タイプが作成できます。

• JMS 接続ファクトリ
• JMS 接続
• JMS セッション
• JMS 送信先
• JNDI コンテキスト

テスト ステップから再エクスポートすると、前のエクスポートからアセットに加えられた変更は無効になります。

以下の手順に従います。

1. テスト ケースを開きます。
2. 1 つ以上のテスト ステップを選択します。
3. モデル エディタ ツールバーで、［選択されたステップからアセットを生成］アイコンをクリックします。

アセットの変更

このページでは、アセットを変更する方法について説明します。

加えることができる変更には、アセット クラスが含まれます。たとえば、JMS セッション アセットを JMS キュー セッ
ション アセットまたは JMS トピック セッション アセットに変更できます。アセット クラスを変更するためのアイコン
は、アセット エディタのタイトル バーにあります。
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以下の手順に従います。

1. 以下のいずれかの操作を実行します。
a. アセット ブラウザで、アセットをダブルクリックします。
b. アセット ブラウザで、アセットを右クリックし、［編集］または［上書き］を選択します。
c. ステップ エディタで、［選択されたアセットの編集］をクリックします。
d. パラメータとしてアセットが含まれる別のアセットのエディタで、［選択されたアセットの編集］をクリックし
ます。

e. 変更を完了します。
2. ［OK］をクリックします。

アセットの検証

以下の手順中にアセット エディタからアセットを検証できます。

• アセットの作成
• アセットの変更

検証プロセスでは、アセットが表すオブジェクトにアクセスしようとします。検証プロセスは機能の操作を実行しませ
ん。

以下の手順に従います。

1. アプリケーションまたは少なくともアプリケーションが使用するエンドポイントが実行されており、 から使用可能で
あることを確認します。

2. アセット エディタで、緑色の［検証］ボタンをクリックします。
3. ログ ウィンドウを表示して、成功か失敗かを示すメッセージを確認します。

フィルタ

####はテスト ステップの前後に実行されるエレメントです。フィルタを使用して、結果のデータを変更したり、プロパ
ティに値を格納したりできます。フィルタを使用して、Web ページ、XML および DOM 応答、Java オブジェクト、テキ
スト ドキュメント、またはその他のテスト ステップの応答から値を抽出します。

ほとんどのフィルタは、ステップ実行後に実行されます。

データをフィルタした後、そのデータはアサーションや後続のすべてのテスト ステップで使用できます。フィルタは、
通常、テスト中のシステムの応答に対して機能します。たとえば、HTML ページの値を解析したり、応答に対して変換を
実行するために使用します。また、フィルタはその他の用途にも役立ちます。フィルタは、プロパティ値をファイルに保
存したり、プロパティを「最後の応答」になるよう変換したりするために使用できます。フィルタは、プロパティを設定
するために主に使用されます。

フィルタは、グローバル フィルタまたはステップ フィルタとして適用できます。使用可能なフィルタ タイプは同じです
が、フィルタがどのように適用されるかが異なります。

• グローバル フィルタ
##### フィルタは、テスト ケース レベルで定義され、グローバル フィルタを無視するように設定されていないテス
ト ステップの前または後に実行されます。ステップのステップ情報エレメントでは、グローバル フィルタを無視する
ようにステップを設定できます。

• ステップ フィルタ
テスト ステップ レベルで定義されるフィルタがステップ フィルタであり、各テスト ステップの実行の前または後に
実行されます。

必要な数のグローバル フィルタおよびステップ フィルタを追加できます。フィルタは、テスト ケースに現れる順に実行
されます。
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NOTE

詳細情報：

• フィルタの追加
• フィルタのドラッグ アンド ドロップ

フィルタの追加

以下の方法でフィルタを追加できます。

• 手動によるフィルタの追加
• HTTP 応答からのフィルタの追加
• JDBC 結果セットからのフィルタの追加
• 返された Java オブジェクトからのフィルタの追加

############

フィルタを手動で追加するには、リストからフィルタ タイプを選択して、そのフィルタのパラメータを入力します。

2 つのタイプのフィルタ（グローバル フィルタおよびステップ フィルタ）を手動で追加できます。

グローバル フィルタは、ステップに特に指定がない限り、テスト ケースの各ステップに適用され、自動的に実行されま
す。

ステップ フィルタは 1 つのステップのみに適用され、そのステップに対してのみ実行されます。

グローバル フィルタを手動で追加する方法

1. テスト ケース エレメント パネルを開くには、テスト ケースを開き、エディタ内の任意の場所をクリックします。
2.
グローバル フィルタ エレメントで、

［追加］
  をクリックしてグローバル フィルタを追加します。

3. フィルタ タイプとして［CAI の統合サポート］または［webMethods Integration Server の統合サポート］を選択する
よう求められます。
これらのタイプのフィルタ追加の詳細については、「CAI の統合サポート」または「webMethods Integration Server
の統合サポート」を参照してください。 

4. ステップごとに 1 つのテスト ケースに対して少なくとも 1 つのグローバル フィルタを設定するときには、［グロー
バル フィルタの使用］チェック ボックスがデフォルトでオンになります。ステップに対してグローバル フィルタを
適用しない場合は、このチェック ボックスをオフにします。
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ステップ フィルタを手動で追加する方法

1. フィルタを適用するステップを選択し、右側のパネルで［フィルタ］エレメントをクリックします。

 
2.
使用可能なフィルタのリストを表示するには、フィルタ エレメントの

［追加］
  をクリックするか、またはス

テップを右クリックし、［フィルタの追加］を選択して、このステップに適したフィルタを選択します。
［フィルタ］メニューが表示され、使用可能なフィルタのリストが表示されます。各フィルタにはそれぞれのエディ
タおよび適用可能なパラメータがあります。各フィルタ タイプの詳細については、「フィルタのタイプ」を参照して
ください。 

HTTP ############

HTTP ベースのステップからの応答にアクセスできる場合は、応答を使用してフィルタを直接追加できます。

この例では、examples ディレクトリにある multi-tier-combo テスト ケースのログイン ステップからの応答を使用しま
す。この例のポイントは、ウィンドウに現在「MyMoney ホーム」と表示されているテキストを取得することです（これ
は常に同じテキストとは限りません）。

以下の手順に従います。

1. ITR で multi-tier-combo テスト ケースを実行し、ログイン テスト ステップを選択します。
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2. ［ビュー］タブ内の「MyMoney ホーム」というテキストを選択します。
3. このテキストがツリー ビューで選択されていることを確認するために、［DOM ツリー］タブをクリックします。

 443



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

 444



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

4. インライン フィルタを適用するには、モデル エディタでログイン ステップをダブルクリックして、HTTP/HTML ス
テップ エディタを開きます。
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5. ［DOM ツリー］タブに移動して、DOM ツリー ビューで「MyMoney ホーム」を検索し、それを選択します。
6. ウィンドウの下部にある［コマンドの選択］ボックスで、ドロップダウン リストから［解析値フィルタ］を選択しま
す。

7. 表示されるダイアログ ボックスに、プロパティ キーの名前「wasAdded」を入力します。

8. ［OK］をクリックします。

ここでアサーションも追加できます。たとえば、wasAdded プロパティの値をテストして、実際に追加されたユーザと
等しいかどうかを確認したい場合などがあります。これについては「アサーションの追加」でより詳しく説明します。

生成されたフィルタは、ログイン テスト ステップでフィルタとして表示されます。   

HTML 応答がステップ エディタに表示される場合は、同じフィルタリング機能を使用できます。

JDBC ###############

JDBC ステップからの結果セット応答にアクセスできる場合は、応答を使用してフィルタを直接追加できます。

この例では、multi-tier-combo テスト ケースの Verify User Added （追加されたユーザの検証）ステップからの応答を使
用して、JDBC 結果セット応答からフィルタを追加する方法について説明します。

以下の手順に従います。

1. ステップ エディタを開くには、Verify User Added （追加されたユーザの検証）ステップをダブルクリックします。
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2. 結果セット内の値を取得するには、SQL ステートメントを「select * from users」に編集して、［SQL をテスト/実
行］をクリックします。
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3. 結果セット内の値を取得するには、［結果セット］タブをクリックし、［SQL をテスト/実行］をクリックします。
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4. キャプチャする情報の場所を表す結果セット タブ内のセルをクリックします（sbellum）。
5. ［現在の列/行の値用にフィルタを生

成
］
をクリックします。

6. 表示されたダイアログ ボックスにプロパティ キー「theLogin」を入力します。

7. ［OK］をクリックします。
によって、リスト ユーザ ステップに「結果セットの値を解析」という名前のフィルタが追加されます。

8. フィルタを参照するには、フィルタ エディタをクリックします。
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この例では、8 行目の最初の列のセルの値（sbellum）が、theLogin プロパティに格納されます。

2 つ目のフィルタの適用

2 つ目のフィルタはここで適用できます。結果セットのある列で値を探した後、同じ行内の別の列から値をキャプチャで
きます。

以下の手順に従います。

1. 結果セットから、Ctrl キーを使用して、同じ行の別々の列から 2 つの値を選択します。
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2.
ア

イコンを使用して、「指定の列を、指定の値で検索し、別の列の値を取得します」フィルタを選択します。このフィ
ルタを作成するには、同じ行内の 2 つのセルを選択します。1 つは検索列で、もう 1 つは値を抽出する列です。

3. 表示されるダイアログ ボックスで、検索と値の列を選択または再割り当てします。
4. プロパティ キー「theEmail」を入力します。

5. ［OK］をクリックします。
によって、Verify User Added （追加されたユーザの検証）ステップに「結果セット行の別の値に対する値の取得」
という名前のフィルタが追加されます。 

「結果セット行の別の値に対する値の取得」フィルタは、LOGIN 列で sbellum を検索します。sbellum が見つかっ
た場合は、theEmail という名前のプロパティ内の同じ行にある EMAIL 列に値を格納します。

NOTE
JDBC 結果セットがステップ エディタに表示される場合は、同じフィルタリング機能を使用できます。

#### Java ################

テスト ステップの結果が Java オブジェクトである場合、複合オブジェクト エディタでインライン フィルタ パネルを使
用して、メソッド コールからの戻り値を直接フィルタできます。

この例では、examples ディレクトリの multi-tier-combo テスト ケースの Get User （ユーザの取得）ステップ（EJB ス
テップ）を使用します。

以下の手順に従います。

1. Get User （ユーザの取得）ステップのステップ エディタを開くには、ステップをダブルクリックします。
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2. ［Next］をクリックします。次のウィンドウで、［終了］をクリックします。
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3. オブジェクト コール ツリーを開くには、［エディタを表示］をクリックします。
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4. 値フィールドに入力パラメータ「itko」を入力します。
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5. ［実行］をクリックしてこのメソッドを実行します。
getLogin メソッドの実行時の戻り値は、getUserObject プロパティに格納されます。この場合、戻り値が（UserState
タイプの）オブジェクトであることに注意してください。ここでアサーションも追加できます。

6. ［エキスパート モード］チェック ボックスをオンにします。
［コール］タブにフィルタ パラメータが表示されます。
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返されたオブジェクトに対してメソッドを呼び出して、このユーザのログイン値を取得し、別のプロパティにログインを
保存することもできます。

インライン フィルタ（およびアサーション）は、エレメント ツリーのテスト ステップに追加されるフィルタにはなりま
せん。インライン フィルタの管理は、常に複合オブジェクト エディタで行います。

複合オブジェクト エディタの詳細については、「複合オブジェクト エディタ」を参照してください。

フィルタのドラッグ アンド ドロップ

モデル エディタでは、あるテスト ステップから別のテスト ステップにフィルタをドラッグ アンド ドロップできます。

以下の手順に従います。

1. テスト ステップに関連付けられているフィルタ（たとえば Step1）をクリックします。
2. そのフィルタをモデル エディタ内の別のテスト ステップ（たとえば Step2）にドラッグ アンド ドロップします。
ドラッグされたフィルタが Step2 に適用されます。

アサーション

######は、あるステップとそのすべてのフィルタが実行された後に実行される  コード エレメントです。アサーション
により、ステップの結果が予測と一致することが検証されます。

アサーションの結果はブール値（true または false）です。

結果によってテスト ステップが成功したか失敗したか、また、テスト ケース内の次に実行するステップを判断できま
す。アサーションは、ワークフローに条件ロジック（分岐）を導入することにより、テスト ケースのワークフローを動
的に変更するために使用します。アサーションは、プラグラムの条件ブロックの「if」と非常によく似た動作をします。

たとえば、特定の名前が結果セット内の 1 行だけに含まれることを確認するアサーションを JDBC ステップに作成でき
ます。JDBC ステップの結果に複数の行が含まれていた場合は、アサーションは実行する次のステップを変更します。こ
のように、アサーションでは条件分岐機能を実行できます。

テスト ケース フローは、多くの場合、以下の 2 つの可能性のいずれかによってモデル化されます。

• 各ステップに対して定義される次のステップは、テスト ケースにおける次の論理的なステップである。この場合ア
サーションは失敗を示している。

• 次のステップは失敗として設定されており、アサーションはすべて次の論理的なステップを示している。

その選択は、通常は使用されている実際のロジックに依存します。

NOTE
アサーションが未解決のプロパティを参照している場合には、モデル定義エラーが発生します。モデル定義エ
ラーによってテストは終了しませんが、これはテストの作成者に未解決のプロパティを参照したことを警告
するものです。未解決のプロパティが作成されるという問題は、アサーションに十分な情報がないため、ア
サーションで適切な評価を下すことができないことを意味します。十分な情報がないことは、擬陽性または擬
陰性の結果が生じることにつながります。（未解決のプロパティを参照した場合、ほとんどのアサーションは
「false」を返しますが、これは強制されたルールではありません。）テストを ITR で実行し、テスト イベン
ト パネルでモデル定義エラーを確認することによって、未解決のプロパティが存在するかどうかを判断できま
す。

アサーションは必要なだけ追加して、複雑なワークフローを構築することができます。アサーションは、 のワークフ
ローを変更できる唯一のオブジェクトです。

NOTE
アサーションは表示される順序で実行されます。通常では、ワークフロー ロジックはアサーションの適用順序
に依存します。
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アサーションが起動された後、そのアサーションの決定に従って次のステップを設定できます。また、残りのアサーショ
ンは無視されます。アサーションが評価および起動されるたびに、イベントが生成されます。

グローバル アサーションとステップ アサーション

フィルタと同様に、アサーションをグローバルに適用できます。つまり、アサーションは、テスト ケース サイクル全体
に適用するか、ステップ アサーションとして特定のステップにのみ適用することができます。

NOTE

詳細情報：

• アサーションの追加
• アサーション ツールバー
• アサーションの並べ替え
• アサーションの名前の変更
• アサーションのドラッグ アンド ドロップ
• アサーションの次のステップの設定

アサーションの追加

以下の方法でアサーションを追加できます。

##############

アサーションを手動で追加するには、リストからアサーション タイプを選択して、そのアサーションのパラメータを入
力します。手動によるアサーションには以下の 2 つのタイプがあります。

• グローバル アサーションはテスト ケース レベルで定義されます。グローバル アサーションはテスト ケースのすべて
のステップに適用され、ノードに特に指定がない限り、各ステップに対して自動的に実行されます。

• ステップ アサーションはテスト ステップ レベルで定義されます。このタイプのアサーションはそのステップにのみ
適用され、そのステップに対してのみ実行されます。

グローバル アサーションの追加

以下の手順に従います。

1. テスト ケースを開き、右側のパネルで［グローバル アサーション］エレメントをクリックします。
以下のタイプのグローバル アサーションを適用できます。

1. – HTTP
• シンプル Web アサーション
• Web 応答のリンクを確認

– XML
– • ステップ応答時間を確認
– その他

• 結果が式を含むことを確認
• ステップ応答時間を確認
• ファイルのコンテンツをスキャン

以下の図は、multi-tier-combo テスト ケースに適用されているグローバル アサーションを示しています。
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ステップ アサーションの追加

以下の手順に従います。

1. 以下のアクションのいずれかを完了します。
– アサーションを適用するステップを選択し、右側のパネルで［アサーション］エレメントをクリックします。
– ステップを右クリックし、［アサーションの追加］を選択して、ステップの適切なアサーションを選択します。
以下の図は、multi-tier-combo テスト ケースのユーザの追加ステップに適用されているステップ アサーションを示し
ています。
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2. アサーションを追加するには、アサーション ツールバーの［追加］

をクリックします。
または、モデル エディタでステップを右クリックしてアサーションを追加することもできます。アサーション パネ
ルが表示され、ステップに適用できるアサーションのメニューが表示されます。
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アサーションの選択および編集

以下の手順に従います。

1. 以下のアクションのいずれかを完了します。
– アサーションが適用されるステップをクリックします。
– ［アサーション］タブでそのステップに関連するアサーションをクリックします。

2. アサーション エディタを開くには、アサーションをダブルクリックします。エディタはアサーションのタイプごとに
異なります。

HTTP ##############

HTTP ベースのステップからの応答にアクセスできる場合は、応答を使用してアサーションを直接追加できます。

この HTTP/HTML 応答の例では、multi-tier-combo テスト ケースのログイン ステップを使用します。この例のポイント
は、応答に「MyMoney ホーム」というテキストが表示されるかどうかをテストすることです。

以下の手順に従います。

1. ITR で multi-tier-combo テスト ケースを実行します。
2. モデル エディタでログイン ステップをダブルクリックします。

3. ［ビュー］タブで「MyMoney ホーム」というテキストを選択します。
4. ツリーでこのテキストが選択されていることを表示および確認するために、［DOM ツリー］タブをクリックしま
す。
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5. パネルの下部の［コマンドの選択］プルダウン メニューから、［選択範囲にアサートを作成］を選択します。
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6. 表示されるウィンドウで、選択したテキストに一致すると思われる式を入力して、適切なアサーションの動作を選択
します。

この例では、「MyMoney ホーム」というテキストが存在しない場合、アサーションが起動され、失敗ステップにリ
ダイレクトされます。

7. ［OK］をクリックして、アサーションを保存します。
ログイン ステップで生成されたアサーションが表示されます。

1 つのフィルタと 1 つのアサーションの実行

あるいは、フィルタで「MyMoney ホーム」という値をキャプチャして、それをアサーションとして実行する場合には、
解析値フィルタを使用します。
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［HTML/XML フィルタ情報］ ウィンドウに、プロパティ キーの値が適用対象フィルタであり、式が起動対象アサーショ
ンであることが表示されます。 
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結果として、1 つのフィルタおよび 1 つのアサーションがログイン ステップに追加され、モデル エディタに表示されま
す。

NOTE
HTML 応答がステップ エディタに表示される場合は、同じアサーション機能を使用できます。

JDBC #################

JDBC ステップからの結果セット応答にアクセスできる場合は、応答を使用してアサーションを直接追加できます。以下
の例では、このようにアサーションを追加する方法を示します。

この例では、examples ディレクトリの multi-tier-comboテスト ケース（multi-tier-combo.tst）の Verify User Added （追
加されたユーザの検証）ステップの応答を使用する結果セット応答の例を示します。

以下の手順に従います。

1. Verify User Added （追加されたユーザの検証）ステップを選択し、ダブルクリックしてそのエディタ ウィンドウを
開きます。SQL ステートメントを「select * from users」に編集します。

 470



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

2. クエリを実行するには、［SQL をテスト/実行］をクリックします。
3. ［結果セット］タブを選択し、テストする情報を表す結果セット内のセル（たとえば、sbellum）をクリックしま
す。
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4. ［結果セット］ウィンドウの下部にあるツールバー

の
［セルの値に対するアサーションの生成］をクリックします。
LOGIN 列 のセルに表示される「sbellum」をテストします。

5. ［JDBC 結果セット値アサーションの生成］ダイアログ ボックスで、値が見つからない場合にリダイレクトするテス
ト ステップ（失敗）を入力します。

は、「追加されたユーザの検証」ステップに「JDBC 結果セットに式が含まれることを確認」という名前のアサー
ションを作成します。

NOTE
JDBC 結果セットがステップ エディタに表示される場合は、同じアサーション機能を使用できます。
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#### Java #################

テスト ステップが Java オブジェクトを返す場合、複合オブジェクト エディタのインライン アサーション パネルを使用
して、メソッド コールからの戻り値にアサーションを直接追加できます。以下の例では、このようにアサーションを追
加する方法を示します。

この例では、examples ディレクトリの multi-tier-combo テスト ケースの Get User （ユーザの取得）ステップ（EJB ス
テップ）を使用します。

以下の手順に従います。

1. 入力パラメータ itko を入力し、メソッド コール getUser を実行します。次に、そのコールから返された UserState
オブジェクトに getPwd コールを実行します。
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2. アサーションを追加できる［ステータス/結果］ペインを開くには、左ペインの［エキスパート モード］チェック
ボックスをオンにします。

getPwd メソッドの実行時の戻り値は、CurrentPassword プロパティに格納されます。
3. 戻り値が「test」という文字列に等しいかどうかをテストするアサーションを追加します。等しくない場合は、失敗
ステップにリダイレクトされます。 

4. ［実行］をクリックしてこのステップを実行します。
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NOTE
インライン アサーション（およびフィルタ）では、アサーションはテスト ステップに追加されません。インラ
イン アサーションの管理は、常に複合オブジェクト エディタで行います。

複合オブジェクト エディタの詳細については、「複合オブジェクト エディタ（COE）」を参照してください。

アサーション ツールバー

すべてのエレメントには、追加/削除/並べ替えのためのツールバーがエレメントの下部にあります。

Figure 11: アサーション ツールバー

アサーションの並べ替え

アサーションは出現する順に評価されるため、アサーションを並べ替える必要がある場合があります。アサーションの順
番の変更は、ワークフローに影響する可能性があります。

アサーションを並べ替える方法

•
［エレメント］

タブでアサーションを選択し、ツールバーの  
［上に移動］

または  
［下に移動］

をクリックし
ます。

• モデル エディタで、アサーションを目的の位置へドラッグ アンド ドロップします。

アサーションの名前の変更

アサーションの名前を変更することができます。

以下のいずれかの手順を実行します。

• アサーションを選択し、右クリックしてメニューを開きます。［名前の変更］をクリックし、アサーションの名前を
変更します。

• アサーションを選択し、ツールバーの［名前の変更］アイコンをクリックします。
アサーション名をデフォルトのアサーション名に戻すには、アサーションを選択し、［名前をデフォルトに戻

す］
を

クリックします。
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アサーションのドラッグ アンド ドロップ

モデル エディタでアサーションを 1 つのテスト ステップから別のテスト ステップにドラッグ アンド ドロップする方法

1. あるテスト ステップ（たとえば Step1）のアサーションをクリックします。
2. アサーションを選択し、モデル エディタ内のその他のテスト ステップ（たとえば Step2）へドラッグします。
3. ドラッグされたアサーションが Step2 に適用されます。

アサーションの次のステップの設定

ステップに追加されたアサーションは、モデル エディタで表示できます。

アサーションがステップに追加された後、ワークフローを変更する場合は、実行される次のステップを選択できます。

アサーションの次のステップを設定する方法

1. メニューを開くには、モデル エディタ内のアサーションを右クリックします。
2. ［トリガされた場合］を選択し、以下のいずれかを実行します。

– 警告またはエラーを生成することを選択します。
– ステップの終了、失敗、または中止を選択します。
– 実行される次のステップを選択します。

データ セット

### ###は、テストの実行時にテスト ケースにプロパティを設定するために使用できる値のコレクションです。この機能
によって、テスト ケースに外部のテスト データを使用することができます。

データ セットは、多くの場合、名前/値ペアとしてプロパティに挿入できるデータの行です。ただし、データ セットが単
一のプロパティ値を返す場合もあります。

データ セットは、 の内部または外部（たとえば、ファイルやデータベース テーブル）に作成できます。

テストの実行時に、 はデータ セット エディタで指定されたステップにプロパティを割り当てます。最後のデータ値が
データ セットから読み取られると、以下のいずれかのアクションが発生する場合があります。

• データが再利用可能となり、データ セットの先頭から開始される。
• テスト ケースの任意のステップにテストをリダイレクトできる。

データ セットは、グローバルまたはローカルです。

NOTE

詳細情報：
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• グローバル データ セットおよびローカル データ セット
• ランダム データ セット
• データ セットのシナリオの例
• データ セットの追加
• データ セットの名前の変更
• データ セットの次のステップの選択
• データ セットおよびプロパティ

グローバル データ セットおよびローカル データ セット

データ セットは、グローバルまたはローカルです。

グローバル データ セット

デフォルトでは、データ セットはグローバルです。

コーディネータ サーバは、すべてのテスト ステップにデータを提供する役割を担います。

ここでは、すべてのモデル インスタンスは、データ セットの単一のインスタンスを共有しています。

異なるシミュレータで実行される場合でも、グローバル データ セットは共有され、モデルのすべてのインスタンスに適
用されます。

ローカル データ セット

データ セットの作成時に、［ローカル］チェック ボックスをオンにすることで、データ セットをローカルに設定できま
す。

各インスタンスは、データ セットの（実質的に）固有のコピーを取得します。

ローカル データ セットは、実行中の各インスタンスにデータ セットのコピーを 1 つ提供します。

例

この例には、以下のコンポーネントが含まれます。

• 3 人の同時仮想ユーザ
• 100 行のデータのあるローカル データ セット
• 100 行のデータをループし、停止するテスト ケース

仮想ユーザはそれぞれ、データ セットの 100 行のデータをすべて参照します。

ローカル データ セットの場合

単一の実行（1 仮想ユーザ）： テスト ケース A、最初の行のデータ（レコード 1、カスタマ 1）を取得する
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Figure 12: グローバルおよびローカル データ セットの図

仮想ユーザ全体で共有されるデータ セットはグローバルです。

グローバル データ セットの場合

テスト ケース A が 3 人の仮想ユーザによってステージングされる場合、または継続的に実行される場合、テスト ケース
はそれぞれデータの次の行を受け取ります。 は、ステージング ドキュメントに指定されている手順に従って、複数の実
行でデータ セットを共有します。

Figure 13: グローバルおよびローカル データ セットの図 2

各仮想ユーザ（インスタンス）は、ローカルであるデータ セットの固有のコピーを取得します。
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Figure 14: グローバルおよびローカル データ セットの図 3

ローカルがマークされ、テスト ケース A にループがある場合、テストはデータ セット内のデータのすべての行を読み取
ります。各実行は、データ セットの固有のコピーを取得します。

テスト ケースのループ

多くの場合、データ セット内のデータはテスト ケースが実行される回数を制御します。

ループを実装する方法は複数あります。

• テストは、データ セット内のデータがすべて使い果たされたときに完了するように設定されています。
• テストは、データが使い果たされたときにデータ セットを再利用するように設定されています。
• テスト ステップはそれ自体をコールできます。または、データ セット内のデータが使い果たされるまでループする一
連のステップを設定できます。

特定のステップを特定の回数実行させるために数値カウンタ データ セットを使用できます。ステップ レベルまたはテス
ト ケース レベルで頻度を設定できます。

たとえば、100 のユーザ ID/パスワード ペアを使用して、アプリケーションのログイン機能をテストする場合を考えま
す。このテストを実現するには、単一のステップを、データ セット（100 行のデータ）が使い果たされるまでそのス
テップ自体をコールするように設定します。データ セットが使い果たされる場合、テストは、テスト ケースの次の通常
のステップにリダイレクトするか、終了ステップにリダイレクトすることができます。または、ユーザ ID/パスワード
データ セットと一緒にカウンタ データ セットを使用することもできます。

テスト ケースの最初のステップのグローバル データ セットを、データ セットが使い果たされたときにテストを終了す
るように設定する場合、ステージングされた実行のすべてのテスト インスタンスが終了します。
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これにより、安定状態時間などのその他のステージング パラメータが上書きされます。ローカル データ セットでは、ス
テージングされた実行をこのように終了したり、最初のステップ以外のステップにデータを設定したりしません。

ランダム データ セット

#### ### ###は、特殊なタイプのデータ セットです。これは、別のデータ セットのラッパーと考えることができます。

特定のステップでデータ セットをランダムに選択できます。また、ランダムなレコードの最大数も選択できます。

データ セットをランダムにラップする場合、データ セットの n 個のコピーがランダムにリストに追加されます（n = 最
大行数）。したがって、n=10 の場合、 は、データ セットの行の 10 のコピーを作成します。

ステップがランダム データ セットを参照する場合、データ セットから行がランダムに選択されます。

「RAND1」という名前のランダム データ セットがあり、それが「Fruit」という名前の列を読み取り、［取得する最大
レコード数］が「10」に設定されている場合、ランダムな数字の RAND1 が行を選択するために生成されます。RAND1
の範囲は、0 ～ n-1 になります。Fruit は、その行の「Fruit」列の値です。

データ セットをランダムにする方法

1. ランダムにするデータ セットを選択します。この例では、「区切りデータ ファイルからの読み取り」を使用しま
す。

2. ［ランダム］チェック ボックスをオンにします。
3. ［取得する最大レコード数］に数値を入力します。
この数値は、データ セットから使用するレコードの最大数です。この数値がデータ セット内のレコード数より大き
い場合、小さい数値を使用してランダムなセットが作成されます。

データ セットのシナリオの例

データ セットを使用してテストの動作を確認するには、以下のシナリオを検討します。

15 人の仮想ユーザ、および 2 行のデータがあるデータ セットを使用するテスト。

シナリオ 1： データが終了した場合 -> やり直す

1 番目のユーザはデータの 1 番目の行を読み取り、2 番目のユーザは 2 番目の行を読み取ります。3 番目のユーザはやり
直し、1 番目の行を読み取り、これが繰り返されます。15 人のユーザ全員がテストを実行するまで、このサイクルは続
きます。1 番目の行は 8 回読み取られ、2 番目の行は 7 回読み取られます。

シナリオ 2： データが終了した場合 -> 実行：テストを終了するステップ
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1 番目のユーザはデータの 1 番目の行を読み取り、2 番目のユーザは 2 番目の行を読み取ります。3 番目のユーザから
15 番目のユーザはテストを開始し、すぐに終了ステップにジャンプします。

100 人の仮想ユーザ、および 1500 行のデータがあるデータ セットを使用するテスト。テストは同時に実行されます。

シナリオ 1： データが終了した場合 -> やり直す

100 人のユーザが開始すると、これらのユーザはデータの最初の 100 行を読み取ります。ステージング ドキュメントに
よっては、サイクル終了後に、ユーザがテスト ケースの新しい実行を開始して、データ セットの行をさらに消費しま
す。すべての行が消費されてもテスト ランが終了しない場合には、テスト ランが終了するまで、最初の行からやり直し
ます。

シナリオ 2： データが終了した場合 -> 実行：テストを終了するステップ

テスト ランは 1500 サイクルの後に終了します。

10 人の仮想ユーザ、および 10,000 行のデータがあるデータ セットを使用するテスト。ステージング ドキュメントで
は、テストを 2 分間実行するように指定されています。

10 人のユーザが開始し、データの最初の 10 行を読み取り、10,000 行からデータ行を消費し続けます。実行速度によっ
て、消費されるデータ セットの量が決まります。2 分が経過すると、テストは終了します。

データ セットの追加

データ セットを追加する方法：

1. モデル エディタで、テスト ケースを選択します。
2. 右側のパネルで、［データセット］タブを展開します。
3. ［追加］をクリックして、共通データ セットが表示されるデータ セット パネルを開きます。
4. 必要なデータ セットをクリックして、適切なデータ セット エディタを開きます。エディタは各データ セットに固有
です。

データ セット エディタの例

以下の図は、区切りデータ ファイルからの読み取りデータ セットのエディタを表しています。

データ セット エディタの上部パネルは、すべてのデータ セット タイプに共通です。オプションは、以下のとおりで
す。
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• 名前
データ セットの名前。

• ローカル
ローカル データ セットを追加するには、このチェック ボックスを選択します。デフォルトはクリアされます（グ
ローバル）。

• ランダム
データ セットをランダム データ セットにするには、［ランダム］チェック ボックスをオンにてから、取得する最大
レコード数を入力します。

• データが終了した場合
すべてのデータの読み取り後に進める方法の指示。以下を行うことができます。
– やり直す
データ セットの先頭からデータの読み取りを続行します。

– 実行
すべてのデータの読み取り後に実行するステップを選択します。プルダウン メニューには、テスト ケースで利用
可能なすべてのステップが事前に入力されています。

• テスト アンド キープ
すべてのパラメータを入力した後、このボタンをクリックしてデータ セットをテストし、テスト ケースのステップに
ロードします。

データ セット エディタの下部パネルは、作成するデータ セットに固有です。区切りデータ ファイルからの読み取り
データ セットの場合、以下を入力します。

• ファイルの場所
テキスト ファイルのフル パス名を入力するか、または［参照］ボタンを使用してファイルを参照します。パス名には
プロパティを使用できます（例： LISA_HOME）。

• 区切り文字
使用する区切り文字を入力します。任意の値を区切り文字として使用できます。ドロップダウン リストには、いくつ
かの一般的な区切り文字が含まれています。

このデータ セットは、区切られたテキスト ファイルを必要とします。以下の例では、最初の行がプロパティ名（ユーザ
ID およびパスワード）を示しています。後続の行では、これらのプロパティで使用されるデータ値がリストされていま
す。

［テスト アンド キープ］をクリックすると、データの最初の行がロードされます。データ セットを読み取れたことを示
す確認メッセージが表示され、データの最初の行が表示されます。
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データ セットによるテスト ケースの終了

データ セットがテスト ランを終了するには、以下の条件を満たす必要があります。

• データ セットはグローバルである必要があります。
• データ セットが「データが終了した場合： 実行終了」に設定されている必要があります。
• テスト ケースの最初のステップで、データ セットを増加させる必要があります。

ステージングされた実行の全体がサイクルの完了前にプル ダウンされることから、テスト ケースの最初のステップにグ
ローバル データ セットを慎重に適用してください。

データ セットの名前の変更

データ セットの名前を変更する方法

• エレメント パネルでデータ セットを選択し、ツールバーの［名前の変更］アイコンをクリックします。
• モデル エディタでデータ セットを選択し、右クリックして名前の変更メニューを開きます。
• エレメント パネルのデータ セットを選択し、［名前をデフォルトに戻

す
］

をクリックして、デフォルトのデータ セット名にデータ セット名を変更します。

データ セットの移動

モデル エディタ内でデータ セットをドラッグ アンド ドロップすることによって、テスト ステップから別のテスト ス
テップに移動させることができます。

以下の手順に従います。

1. テスト ステップに添付されたデータ セットをクリックします（たとえば Step 1）。
2. データ セットを選択し、モデル エディタで目的のテスト ステップ（たとえば、Step 2）にドラッグし、そこにド
ロップします。

3. ドラッグされたデータ セットが Step 2 に適用されます。

データ セットの次のステップの選択

データ セットが起動された後に実行する次のステップまたは終了ステップを選択できます。

以下の手順に従います。

1. メニューを開くには、モデル エディタ内のデータ セットを右クリックします。
2. ［終了時の処理］メニューをクリックし、実行する次のステップを選択します。

データ セットおよびプロパティ

データ セットではプロパティを使用できます。

プロパティの重要な用途には、以下のようなものがあります。
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• 外部データ セットの場所を指定する場合、パス名のハードコードされた値ではなく（LISA_HOME など）、プロパ
ティを使用できます。例： LISA_HOME\myTests\myDataset.csv
ハードコードされた値の代わりにプロパティを使用すると、データ セットの移植性が向上します。このように使用さ
れているプロパティは、通常、テスト ラン内の早い段階で使用できる必要があるため、以下のいずれかの方法でそれ
らを定義する必要があります。
– システム プロパティとして
– 設定で
設定ではダミーの値を定義でき、後でそれを変更できます。この値によって、設計時にファイルを見つけることがで
きます。 でテストを実行する場合、プロパティのこの使用方法は重要です。

• データ セット値にはプロパティを含めることができます。これらの値は、読み取られるときに評価されます。たとえ
ば、データ セットに student _1 としてログイン値を設定するとします。その後、student の現在の値が Bart である
場合、結果的なデータ値は Bart_1 になります。

• ローカル データ セットでは、テスト ケースからプロパティを使用できます。ただし、グローバル データ セットは仮
想ユーザが共有しているため、プロパティを使用できません。

• データ セット内にフィルタを追加しないことをお勧めします。各テスト ステップの開始時および終了時にフィルタが
実行される際、データ セットの実行順序に一貫性がなくなります。

コンパニオン

######は、すべてのテスト ケース実行の前/後（またはその両方）に実行されるエレメントです。コンパニオンはテスト
ケースに対してグローバルな動作を設定するために使用されます。これらの動作には、ブラウザ帯域幅およびブラウザ
の種類のシミュレート、負荷テストでの同期ポイントの設定、およびサンドボックス クラス ローダの作成などがありま
す。ある意味では、コンパニオンは、テスト ケースの実行に対してコンテキストを設定すると言えます。

ステップが実行される前に、コンパニオンはテスト ケースのヘルパーとして動作します。

各エレメントの下部には、追加、削除、並べ替えのためのアイコンのあるツールバーがあります。

Figure 15: コンパニオン ツールバー

 

NOTE

詳細情報：

• コンパニオンの追加
• DevTest フック

コンパニオンの追加

コンパニオンを追加する方法：

1. テスト ケースを開き、右側のパネルのコンパニオン エレメントをクリックします。
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2. ［追加］をクリックします。［コンパニオン］メニューが開きます。
3. コンパニオンにはそれぞれ別のエディタがあります。適切なエディタを開くには、必要なコンパニオンを選択しま
す。コンパニオンのタイプはそれぞれのパラメータと共に、「コンパニオンの説明」で詳細に説明されています。

DevTest フック

###は、テスト ケースの開始/終了時にロジックを自動的に実行するグローバルな方法です。フックが展開された環境の
すべてのテスト ケースに、フックはそのロジックを適用します。

フックはコンパニオンと同様に動作します。フックは、テストが開始される前およびテストが完了した後に実行されま
す。

違いは、フックはアプリケーション レベルで定義され、 のすべてのテスト ケースがフックを実行することです。フック
が存在する場合、それはすべてのテスト ケースに使用されます。

###は、 で実行されるすべてのテストに対して、テストのセットアップ ロジックまたは後処理ロジック、あるいはその
両方を自動的に含めることができるメカニズムです。フックはシステム全体にわたるコンパニオンと言えます。フックが
実行できるものはすべて、コンパニオンとしてモデル化できます。

フックは、テスト環境を設定するためや、正しく設定されていないテストまたは定義されたベスト プラクティスに従っ
ていないテストの実行を防止するために使用されます。また、共通の操作を実施するために使用されます。

フックは、 クラス パスにある Java クラスです。フックは .lisaextensions ファイルには定義されていません
が、local.properties または、lisa.properties では以下のように定義されています。

lisa.hooks=com.mypackage1.MyHook1, com.mypackage2.MyHook2

フックは、テスト ケース自体だけでなく、テスト ケースのすべてのサブプロセスの開始および終了に実行または呼び出
されます。テスト ケースに 3 つのサブプロセスがある場合、フック ロジックは 4 回実行されます。このロジックは、メ
インのテストに対して 1 回、3 つの各サブプロセスに対して 1 回ずつ実行されます。

サブプロセスで startHook または endHook（あるいはその両方）の実行を防ぐには、以下のアクションを実行します。

String marker = (String)testExec.getStateValue(TestExec.FROM_PARENT_TEST_MARKER_KEY)

"marker" is set to "true" only when it is a subprocess.

if (!"true".equals(marker))

all start/end Hook logic here that should not be executed when in sub process

フックとコンパニオンの相違点

• フックはスコープ内でグローバルです。コンパニオンには必要ですが、テスターは特にそのテスト ケースにフックを
含めません。フックはシステム レベルで登録されます。すべてのテストにロジックを含める必要があり、それをユー
ザが誤って省略することを望まない場合、フックは良いメカニズムです。

• フックはテスト ケース レベルではなく、インストール レベルで展開されます。テストが 2 台のコンピュータで実行
され、1 台のコンピュータでのみフックを登録する場合、フックが展開されているコンピュータにテストがステージ
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ングされる場合にのみフックが実行されます。テスト ケースで定義されているコンパニオンは、インストール レベル
の設定にかかわらず実行されます。

• フックはユーザから実質的に見えないため、ユーザにカスタム パラメータを要求できません。フックは、設定のプロ
パティまたはシステムからそれ自体のパラメータを取得します。コンパニオンはモデル エディタで表示されるため、
コンパニオンにはカスタム パラメータがあります。

複合オブジェクト エディタ（COE）

複合オブジェクト エディタ（COE）では、Java コードを記述することなく、Java オブジェクトと対話できます。

入力パラメータの現在値を変更し、メソッド コールを実行して、戻り値を確認することができます。また、簡単なイン
ライン フィルタリングを実行し、戻り値に対する簡単なアサーションを追加できます。

多くのテスト ステップに、Java オブジェクトの操作が含まれています。複合オブジェクト エディタを使用して、Java
オブジェクトを直接操作するか（動的 Java 実行ステップまたは Enterprise JavaBean （EJB）ステップでのように）、
または間接的に操作します（Web サービスの入力パラメータや Enterprise Service Bus （ESB）から返されるメッセー
ジのように）。

表示される場所にかかわらず、複合オブジェクト エディタ（COE）の外観は同じです。

たとえば、Customer クラスを使用して動的 Java 実行ステップを呼び出した場合、以下のウィンドウが表示されます。

 487



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

ローカル JVM の使用を選択し、［クラスの新規オブジェクトを作成］フィールドに
「com.itko.examples.dto.Customer」と入力します。

オブジェクト エディタにオブジェクトをロードするには、［オブジェクトの構築/ロード］をクリックします。

オブジェクトがロードされると、複合オブジェクト エディタが起動されます。
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オブジェクト エディタは 2 つのパネルで構成されています。

左側の［オブジェクト コール ツリー］パネルは、メソッド呼び出し、およびそれらの入力パラメータと戻り値を追跡し
ます。

右側のパネルは［オブジェクト状態］で、利用可能なオプションが表示される動的タブのセットがあります。

NOTE
応答が XML で 5 MB より大きい場合は、DOM ビューのないプレーン テキストで表示されます。デフォルトの
制限を調整するには、gui.viewxml.maxResponseSize プロパティを設定します。

上記のウィンドウは、エディタでロードされた Customer タイプの Java オブジェクトを示しています。このオブジェク
トは、動的 Java 実行テスト ステップを使用してロードされていますが、多くの操作でこのオブジェクトをロードできま
す。オブジェクトに対してコールは呼び出されていません。
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NOTE

詳細情報：

• ［オブジェクト コール ツリー］パネル
• ［データ シート］および［コール シート］パネル
• COE でデータ セットを使用する方法
• 単純なオブジェクトの使用シナリオ
• 複雑なオブジェクトの使用シナリオ

［オブジェクト コール ツリー］パネル

Java オブジェクト（Customer）を操作する場合、呼び出されたコールおよび関連するパラメータ値を追跡するには、オ
ブジェクト コール ツリーを展開します。

以下に、複数のメソッドが呼び出された後のオブジェクト コール ツリーの例を示します。

オブジェクト コール ツリー アイコン

オブジェクト コール ツリーのブランチの識別には、以下のアイコンを使用します。

アイコン 説明
現在ロードされているオブジェクトのタイプ（クラス）。その後
にオブジェクトの toString メソッドのコールの応答が表示されま
す。
コールされたコンストラクタ。これは、コンストラクタが複数存
在する場合に表示されます。

まだ実行されていないメソッド コール。
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すでに実行されたメソッド コール。

エンクロージング メソッドの入力パラメータ（タイプと現在の
値）。

エンクロージング メソッドの戻り値（コールが実行された場合は
現在の値）。

オブジェクト コール ツリーの項目をクリックすると、右側のパネルの［データ シート］および［コール シート］に適
切なタブのセットが表示されます。

オブジェクト コール ツリーの項目を右クリックすると、メニューが表示されます。オブジェクト コール ツリーでは、
コールをすべて実行できます。また、未実行としてコールをすべてマークできます。

［データ シート］および［コール シート］パネル

右側のパネルには、以下のタブが含まれます。

データ シート

黒で表示されたデータは、このタブで編集できます。データ値は［String 型の値］列で編集します。これらの値は常に
プリミティブまたは文字列です。

淡色表示されている値は、このタブでは編集できませんが、別のウィンドウで編集できます。たとえば、［アドレス］
フィールドは、このタブでは編集できないアドレス タイプのオブジェクトです。

コール シート

複合オブジェクト エディタの［コール シート］タブには、使用可能なメソッド/フィールド コールおよびそれらの戻り
値型が表示されます。
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メソッドを追加するには、メソッド/フィールドのリストでメソッドを選択し、タブの下部にあ

る
メソッドの追加アイコン をクリックします。選択したメソッドが、オブジェクト コール ツリー（左側のパネル）に表示さ

れます。

オブジェクト コール ツリーでは、入力パラメータを指定したり、メソッドを呼び出したりすることができます。

ドキュメント

［ドキュメント］タブには、このクラスで使用可能な Java API ドキュメントが表示されます。

オブジェクト操作パネル

［データ シート］および［コール シート］に表示されるアクションには個別のインターフェースがあります。

タブおよびそのインターフェースは、左側の［オブジェクト コール ツリー］パネルで何を選択したかによって変わりま
す。
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オブジェクト パネル

オブジェクトがオブジェクト コール ツリーで選択されている場合、［データ シート］、［コール シート］および［ド
キュメント］タブが使用可能です。
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メソッド コール パネル

オブジェクト コール ツリーでメソッド コールを選択すると、右側のパネルで［コール］および［ドキュメント］タブが
使用可能になります。
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ここでは、入力パラメータの値を指定します。

各パラメータに関する情報は提供されているため、値のみを入力します。この例は単純です。単一のパラメータは
「double」型です。したがって、［値］列には値またはプロパティ名を入力できます。

プルダウン メニューには、現在のプロパティのリストが表示されます。入力パラメータとしてオブジェクトを入力する
場合は、より多くの作業が必要となります。以下のセクションでは、オブジェクトを指定する複数の方法について説明し
ます。

左側のパネルの下部にある［エキスパート モード］がオンになっていないことに注目してください。これは、シンプル
モードであることを示します。

シンプル モードおよびエキスパート モード

2 つの編集モード（シンプルおよびエキスパート）を使用できます。

オブジェクトがデフォルトのコンストラクタと複数の setter/getter メソッドだけの Java Bean などの単純なオブジェク
トである場合、シンプル モードが有用です。これは従来のデータ転送オブジェクト（DTO）です。これらのオブジェク
トは、Web サービス コールへの入力として一般的です。このタイプのオブジェクトでは、シンプル モードとエキスパー
ト モードを切り替えることができます。プロパティとして DTO が含まれる DTO はシンプル モードで操作できます。こ
のアクティビティの例については後で説明します。

エキスパート モードは、複数のコンストラクタがあるオブジェクトなどの、より複雑なオブジェクトに使用します。
その他の複雑なオブジェクトが含まれる一部の複合オブジェクトでは、シンプル モードを使用できません。現在のオブ
ジェクトがエキスパート モードを必要とする場合、シンプル モード オプションは無効になります。

上記の図では、すべてシンプル モードを使用しています。

以下の図は、上記の図の例を示していますが、エキスパート モードが選択されています。
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上記の図のように、新しく［ステータス/結果］パネルが表示されます。

オブジェクト エディタで、インライン フィルタ（結果を保存するプロパティ）およびアサーション（結果の比較 -
Like）を追加できます。

NOTE
適用されるインライン フィルタおよびアサーションは、フィルタまたはアサーション リストに表示されませ
ん。

その他のいくつかの相違点については、後の例で説明します。

入力パラメータ パネル

オブジェクト コール ツリーで入力パラメータを選択した場合、右側のパネルで使用可能なタブは入力パラメータのタイ
プ（プリミティブ/文字列、またはオブジェクト）によって変わります。

入力パラメータがプリミティブまたは文字列である場合、以下のパネルが表示されます。

このパネル内の値は、［シンプル値］フィールドで編集できます。

値としてプロパティを使用するには、［プロパティの値］オプション ボタンをクリックして、以下のパネルを表示しま
す。
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使用可能なプロパティ キーを開くには、プロパティ名を入力するか、プルダウン メニューを使用するか、または

［
リスト］をクリックします。

入力パラメータがオブジェクトである場合、以下のパネルが表示されます。
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戻り値パネル

オブジェクト コール ツリーで戻り値を選択した場合、右側のパネルで使用可能なタブは入力パラメータのタイプによっ
て変わります。

入力パラメータがプリミティブまたは文字列である場合、以下のパネルが表示されます。
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入力パラメータがオブジェクトである場合、以下のパネルが表示されます。
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COE でデータ セットを使用する方法

Java DTO オブジェクトにデータを提供する一般的な方法は、データ セットです。

データ セットと Excel ファイルからの DTO の読み取りは、この目的のために提供されています。

Excel データ セットが存在する場合は、データ セットが含まれるプロパティを DTO オブジェクトの値として入力できま
す。
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オブジェクト エディタで新しい DTO データ セットの作成を開始する方法

1. DTO オブジェクトがコール リストに表示されている場合に、［名前］または［実際のタイプ］を右クリックしてメ
ニューを開きます。

2. ［Excel データセットから読み取り］を選択して、以下のウィンドウを表示します。

3. このウィンドウのパラメータは、このデータ セットの作成を開始するために必要です。
以下のフィールドに入力します。

• – プロパティ キー
データ セットからの現在値を格納するプロパティ。

– ファイル タイプ
既存の XLS ファイルまたは新しい XLS ファイルの作成を選択します。

– ファイル
Excel ファイル（DTO データのテンプレート）の名前。

– ファイルを Excel で開く
Excel でスプレッドシートを開きます。

– これ以上の行がない場合にテストを終了する
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行がすべて読み取られた後、テストを終了します。

単純なオブジェクトの使用シナリオ

以下の例は、単純なオブジェクトの標準の Java クラスに基づいています。環境で再現が簡単なように、 に付属している
デモ サーバのクラスを使用しています。

単純な DTO オブジェクト（シナリオ 1）

単純な DTO の com.itko.examples.dto.Address は、動的 Java 実行ステップを使用して COE にロードされていま
す。Address クラスには単純なプロパティのみがあります。
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単純な DTO の場合、パラメータ値は固定値またはプロパティとして［データ シート］パネルで入力できます。上記の例
では、city が currentCity プロパティと同等に設定されます。

［コール シート］パネルで DTO セッターを使用してパラメータを入力する方法
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1. ［コール シート］タブで、setCity(java.lang.String city) などのゲッターを選択

し、
メソッドの追加アイコン をクリックします。
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メソッドが実行され、COE の［コール］タブが開きます。
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2. 固定値またはプロパティとしてパラメータ値を入力します。 プロパティ構文の propname を使用します。
3. ［実行］をクリックして、メソッドを呼び出します。
4. この手順を繰り返して、その他の DTO プロパティを設定します。

単純な Java オブジェクト（シナリオ 2）

単純な Java オブジェクト（java.util.Date）は、動的 Java 実行ステップを使用して COE にロードされています。
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この場合、Date 型は DTO ではないため、エキスパート モードを使用する必要があります。実際には、COE がエキス
パート モードを強制します。
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ただし、今までどおりパラメータ値を入力し、メソッドを呼び出すことができます。上記の例では、1 つの入力パラメー
タを必要とする parse メソッドを実行します。文字列値として「9/1/2007」を入力しています。

NOTE
エキスパート モードでは、［NULL］または［プロパティの使用］チェック ボックスを使用してパラメータ タ
イプを指定します。どちらもオンになっていない場合、固定値が入力されます。ここでは {{}} プロパティ構文
を使用しません。文字列値ではなくプロパティを入力する場合でも、プロパティ名のみを入力します。

エキスパート モードであるため、インライン フィルタおよびアサーションを追加できます。

複雑なオブジェクトの使用シナリオ

以下の例は、複雑なオブジェクトの標準の Java クラスに基づいています。環境で再現が簡単なように、 に付属している
デモ サーバのクラスを使用しています。

複雑な DTO オブジェクト（シナリオ 1）

複雑な DTO オブジェクト（com.itko.examples.dto.Customer）は、動的 Java 実行ステップを使用して複合オブジェクト
エディタにロードされます。
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一部のプロパティはプリミティブまたは文字列などの単純な値ではないため、この DTO は複雑です。ただし、DTO 構
造を備えているため、シンプル モードを引き続き使用できます。

Customer オブジェクトを使用する前に、各プロパティの値を指定する必要があります。

• locations
Address オブジェクトの配列

• poAddr
Address オブジェクト

• since
Java Date オブジェクト

• types
整数の配列

1. poAddr オブジェクトから始めて、［コール シート］の setPoAddr メソッドを指定します。
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2. setPoAddr メソッドを選択してダブルクリックする

か、
［Add Method （メソッドの追加）］をクリックして、このメソッドを実行します。

 
3. この DTO では、シンプル モードを使用できます。［エキスパート モード］チェック ボックスをオンにしないでく
ださい。poAddress プロパティは Address 型として識別されます。

4. シンプル モードでは、［NULL］パラメータをオフにすると、Address オブジェクトはそのプロパティを表示するた
めに展開されます。前述の単純なデータ オブジェクトのシナリオの図から、Address には単純なプロパティがあるこ
とがわかります。値またはプロパティとして［値］列にそれらを入力できます。
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5. ［実行］ボタンをクリックして、setPoAddr メソッドを呼び出します。
6. ［コール シート］で setTypes メソッドを選択

し、
［Invoke Method （メソッドの呼び出し）］をクリックします。
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7. Types は整数の配列です。配列が要求する数（整数）を追加するには、下部にある

［追加］をクリックします。上記の例では、4 つのエレメントを追加し、それぞれに値を入力しています。
8. ［実行］ボタンをクリックして、setTypes メソッドを呼び出します。
9. ［コール シート］で setLocations メソッドを選択

し、
［Invoke Method （メソッドの呼び出し）］をクリックします。
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10. Locations は Address オブジェクトの配列で
す。 ［追加］をクリックして、必要な数のエレメント（Address 型）を追加します。

11.上記の例では、3 つの Address オブジェクトを追加しています。2 つは完了しており、プロパティ値を入力するため
に、3 つ目の Address オブジェクトを展開します。入力が完了したら、［実行］をクリックして、setLocations メ
ソッドを呼び出します。オブジェクト コール ツリーの Location エレメントの 1 つをクリックすると、［データ シー
ト］タブでプロパティを表示および編集できることに注目してください。
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これは、オブジェクト コール ツリーに表示されるすべてのプロパティに当てはまります。
12.［コール シート］で getSince メソッドを選択

し、
［Invoke Method （メソッドの呼び出し）］をクリックします。
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Data オブジェクトの入力パラメータが表示され、値が示されます。
13.［実行］をクリックします。
これで Customer オブジェクトが完全に指定され、テスト ケースで使用できます。

複雑な DTO オブジェクト（シナリオ 2）

最後のシナリオでは、前述の 3 つのシナリオに基づいた例を示します。

この DTO （com.itko.examples.dto.OrderDTO）には、そのプロパティの 1 つとして Customer オブジェクトがありま
す。このシナリオでは、setter メソッドをコールせずにシンプル モードで Customer オブジェクトを構築することがどれ
くらい容易かを示します。

OrderDTO オブジェクトは、動的 Java 実行ステップを使用して COE にロードされています。
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ここでも、OrderDTO オブジェクトにシンプル モードを使用できます。

以下の手順に従います。

1. ［コール シート］で setCustomer メソッドを選択

し、
［Invoke Method （メソッドの呼び出し）］をクリックします。予期したとおり、入力パラメータは Customer オブ
ジェクトです。
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2. ［NULL］列のチェック ボックスをオフにします。

Customer の行が展開され、プロパティが表示されます。
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プロパティはすべてこのウィンドウで編集できます。Integer および String プロパティは［値］列で追加できます。
残りのプロパティは、プロパティの［NULL］ボックスをオフにすると展開され、そのプロパティが表示されます。
プロパティが単一のオブジェクトである場合は、展開され、そのプロパティが表示されます。プロパティが配列また
はコレクションである場合は、適切な数のエレメントを追加できます。この図は、編集プロセスのスナップショット
を示しています。
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locations プロパティには 2 つのエレメントがあり、types プロパティには 3 つのエレメントがあります。poAddr オ
ブジェクトは Address 型であり、展開されると単純な文字列プロパティが表示されます。

テスト ステップの作成

### ####は、実行される単一のテスト アクションを表すテスト ケース ワークフローのエレメントです。テスト ステッ
プには、2 つの主なカテゴリがあります。

• ほとんどのテスト ステップはテスト中のシステムに対して動作し、応答を評価します。一般的な例としては、メッ
セージ サービス プロバイダによる Enterprise JavaBean （EJB）メソッド、Web サービス、またはメッセージのテス
トなどがあります。

• もう 1 つのカテゴリのテスト ステップは、データ変換、データ操作（エンコーディングなど）、ログ、ファイルへの
情報の書き込みなどのユーティリティ機能を実行します。

NOTE
は、テスト ステップ、プロパティ、またはその両方からの I/O ストリームの送信をサポートしていません。

どちらのカテゴリのステップもテスト ケースの作成に使用されます。

NOTE

詳細情報：
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• テスト ステップの追加
• テスト ステップの設定
• ステップへのフィルタ/アサーション/データ セットの追加
• 次のステップの設定
• 任意のステップまでの再生
• スタータ ステップの設定
• 警告およびエラーの生成

テスト ステップの追加

テスト ステップを追加する方法

以下のいずれかの操作を実行します。

• ツールバーの［ステップの追加］をクリックします。
• メイン メニューから［コマンド］-［新規ステップ作成］を選択します。

また、メニューを開くワークフローのステップを右クリックし、ワークフローの特定の場所にステップを追加できます。
［～の後にステップを追加］をクリックし、適切なテスト ステップを選択します。

NOTE

詳細情報：

• テスト ステップの追加 - 例

### ####### - #

この例では、examples ディレクトリの multi-tier-combo テスト ケースにステップを追加します。新しい動的 Java 実行
ステップが、multi-tier-combo テスト ケースの Get User （ユーザの取得）ステップの後に追加されます。

以下の手順に従います。

1. ［ステップの追加］をクリックします。
一般的なテスト ステップをリスト表示するパネルが表示されます。
– このテスト ケースのようにいくつかのステップがテスト ケースにすでに作成されている場合は、パネルの一番上
に［モデルのステップ］が表示されます。［モデルのステップ］には、テスト ケースに存在するすべてのステッ
プがリスト表示されます。

– 新しいテスト ケースの場合、このリストは空です。multi-tier-combo テスト ケースを開くと、このテスト ケース
のステップが［モデルのステップ］メニューに表示されます。
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2. 設定するステップの主なカテゴリを選択します（Web/Web サービス、Java/J2EE、ユーティリティなど）。
サブカテゴリが表示されます。

3. テスト ケースにステップを追加するには、ステップをクリックします。
選択したテスト ケースのステップ エディタが開きます。各ステップ タイプには個別のステップ エディタがありま
す。

4. Get User （ユーザの取得）ステップの後に動的 Java 実行ステップを追加するには、Get User ステップを右クリック
して、動的 Java 実行ステップを選択します。
ステップが追加され、動的 Java 実行ステップのステップ エディタが開きます。
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ステップ情報の追加

以下の手順に従います。

1. 基本的なステップ情報を追加するには、右側のパネルの［エレメント］ツリーの［ステップ情報］タブを開いて展開
します。
ステップ情報エディタが開きます。
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2. 以下のパラメータを入力します。

– 名前
ステップの名前。このテキスト ボックスでステップの名前を変更できます。

– 反応時間
このステップを実行する前に、テスト ケースが待機する時間の長さ。反応時間は、アクションを実行する前に何
を実行するかユーザが決定するためにかかる時間の長さを  にシミュレートさせます。時間の計算方法を指定する
方法
a. 該当するドロップダウンをクリックして時間単位（ミリ秒、秒、分）を選択します。
b. ［反応時間］フィールドに、開始値を入力します。
c. ［終了］フィールドには、終了値および時間インジケータを入力します。
は、指定された範囲内のランダムな反応時間を選択します。たとえば、500 ミリ秒から 1 秒の間のランダムな
間隔のユーザ反応時間をシミュレートするには、「500 ミリ秒」 および 「1 秒」 を入力します。

– グローバル フィルタの使用
ステップにグローバル フィルタの使用を指定するには、このボックスを選択します。フィルタの詳細について
は、「フィルタの追加」を参照してください。 

– クワイエット
にこのステップの応答時間イベントおよびパフォーマンスの計算を無視させる場合は、このチェック ボックスを
オンにします。

– 実行
ステップが実行されるシミュレータを指定します。特定のコンピュータで実行される必要があるステップには、特
定のシミュレータを指定します。たとえば、ログ ファイルを読み取るときに、ログが存在するコンピュータで、
このステップを実行します。

– 次へ
テストで実行する次のステップ。このステップがテスト ケースの実行を終了する場合は、次のステップを指定し
ません。このステップで起動されるアサーションはこの値を上書きします。

テスト ステップの設定

テスト ステップの設定方法

1. モデル エディタでステップを追加します。
ステップが追加されると、別のテスト ステップ パネルがエレメント ツリーに表示されます。

2. 設定エレメント（アサーション、フィルタ、データ セットなど）のパラメータを設定することにより、テスト ス
テップを設定します。

各テスト ケース/ステップ エレメントの詳細は、設定エレメントの隣のエレメント矢

印
をクリックして展開することによって表示できます。
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• ステップ情報
［ステップ情報］エレメントはエレメント パネル内の最初のエレメントで、ステップの名前をそのラベルとして保持
します。上記の例では、［ステップ情報］エレメントは Get User （ユーザの取得）です。テスト ステップを展開し
た後にその名前を変更できます。その後、現在のステップが完了した後に実行される次のステップを設定します。そ
の他のオプションについては、「テスト ステップの追加」で説明しています。

• ステップ タイプ情報
このフィールドには、選択したステップ タイプ（例では Enterprise JavaBean 実行］ ）のタイトルが表示されます。
ステップはそれぞれ異なり、それ自体の特定の設定要件を持っています。そのため、各ステップには、ステップを実
行してテスト（多くの場合、応答も取得）するために必要な情報を入力するカスタム エディタが用意されています。
このカスタム エディタは、エレメントが展開されたときに開きます。

• ログ メッセージ
でステップが追加されると、このメッセージが表示され、ステップが実行された後に表示されるログ メッセージを設
定できます。

• アサーション
1 つ以上のアサーションの追加および設定。アサーション設定では、アサーションが起動されたときに実行される次
のステップも設定する必要があります。

• フィルタ
フィルタの追加および設定。フィルタは各テスト ステップのフィルタ エレメントの下に追加されます。

• データ セット
テスト ステップに適用される 1 つ以上のデータ セットの追加および設定。データ セットはテスト ステップを実行す
る前に起動されます。データ セットが設定された任意のプロパティをテスト ステップで使用できます。

• 参照プロパティ
ステップが参照する（読み取る）プロパティの読み取り専用リスト。

• 設定プロパティ
ステップが設定する（値を割り当てる）プロパティの読み取り専用リスト。

• ドキュメント
テスト ステップに添付されるメモ。

ステップ エレメント ツールバー

すべてのエレメント（アサーション、フィルタ、およびデータ セット）には、［エレメント］タブの下部にツールバー
があります。
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Figure 16: ステップ エレメント ツールバー

個別のエレメントの下部のアイコンをクリックすることにより、ステップに対してエレメントを追加/削除できます。

• フィルタの追加の詳細については、「フィルタの追加」を参照してください。
• アサーションの追加の詳細については、「アサーションの追加」を参照してください。

ステップへのフィルタ/アサーション/データ セットの追加

フィルタ、アサーション、およびデータ セットを、右側のパネルの各ステップに対応するエレメントの下に追加しま
す。

フィルタ、アサーションまたはデータ セットを追加するには、ツールバーの［追加］
を

クリックします。

詳細については、以下を参照してください。

• フィルタ
• アサーション
• データ セット

次のステップの設定

テスト ケースのワークフローでは、選択したテスト ステップに「次のステップ」を割り当てることができます。また、
ステップを割り当てて終了させたり、ステップを失敗、中止させることもできます。

次のステップの割り当て

ワークフローの選択したステップを実行すると、実行用に定義した次のステップに移動します。

「次のステップ」を設定して、ワークフローのその他のステップに移動するか、以下のアクションを指示できます。

• テストを終了する
• テストを失敗させる
• テストを中止する
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以下の手順に従います。

1. 次のステップを決定するステップをクリックします。
2. 右クリックして［次のステップ］を選択し、対象の次のステップをクリックします。

モデル エディタでワークフローが変更されます。ステップ エディタの［次のステップ］フィールドの情報も変更されま
す。

また、テストを終了、失敗、中止させることもできます。

終了ステップ

終了ステップはワークフローの終了を意味し、ワークフローが正常に完了する場合に実行されます。実行がこのステップ
に到達すると、テスト ケース全体が成功と見なされます。

失敗ステップ

失敗ステップはワークフローの終了を意味し、ワークフローがエラー イベントにより失敗する場合に実行されます。実
行がこのステップに到達すると、テスト ケース全体が失敗と見なされます。失敗ステップは、多くの内部  例外（EB 例
外など）のデフォルトです。ただし、アサーションで失敗ステップを次のステップとして設定してテスト ケースを失敗
させることができます。

中止ステップ

中止ステップもワークフローの終了を意味し、ワークフローが中止される場合に実行されます。このステップに到達する
と、テスト ケースは（完了せずに）中止されたと見なされます。

任意のステップまでの再生

テスト ケースをケース内の任意のステップまで迅速に再生できます。

ステップまで再生する方法

1. ステップをクリックし、右クリックして［ここから再生］を選択します。
2. 選択したステップまでケースが再生されます。

スタータ ステップの設定

任意のテスト ステップをワークフローのスタータ ステップに設定できます。

その後、スタータ テスト ステップはテスト ケース ワークフローを開始します。

スタータ ステップを設定する方法

1. ステップをクリックし、右クリックして［スタータとして設定］を選択します。
2. 選択したステップは、ワークフローの最初のステップとして設定されます。このオプションはテスト ケースの最初の
ステップには使用できません。

警告およびエラーの生成

次のステップとして、その他の 2 つのタイプのテストを設定できます。

• 警告を生成する
• エラーを生成する

例として、Add User （ユーザの追加）ステップのアサーションを使用します。
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以下の手順に従います。

1. メニューを開くには、ステップを選択してアサーションを右クリックします。
2. ［トリガされた場合］を選択します。
3. ［警告を生成する］を選択します。
アサーションがトリガされた場合のみ、テスト ケースはこの次のステップ（警告を生成する）に移動します。

警告を生成するステップ

テスト ステップが失敗した場合、 は、アラームやイベントを生成しない「無視」タイプのステップ ロジック（警告を生
成するステップ）を使用します。警告を生成するステップは、テスト ケースのワークフローを変更しません。

エラーを生成するステップ

テスト ステップは成功または失敗します。失敗する場合、テスト ステップは実際にはテストを失敗させません。

テストを失敗させるために、テスト ステップはテスト ケースのワークフローで「失敗」ステップを実行するように設定
します。このアクションにより、ステップは暗黙的に失敗と見なされます。

明示的に失敗させる場合は、エラーを生成して NODEFAILED イベントを生成し、テスト ステップを続行します。
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テスト ケースの作成

### ###では、テスト中のシステムのビジネス コンポーネントをテストする方法を詳細に指定します。場合によって
は、1 つのテスト ケースに「テスト対象のシステム」全体を指定することもあります。

テスト ケースは XML ドキュメントとして保持され、コンポーネントまたはシステムをテストするために必要な情報がす
べて含まれています。テスト ケースは、 で作成および管理します。

テスト ケースの作成の最初のステップは、プロジェクトを作成することです。このプロジェクトには、単一または複数
のテスト ケースを作成できます。

NOTE

詳細情報：

• テスト ケースの作#
• テスト ケースを開く
• テスト ケースの保存
• モデル エディタのテスト ケース
• テスト ステップの追#
• 次のステップの設#
• テスト ケース内の分岐およびループ
• テスト ケースのインポート
• 応答（.rsp）ドキュメント
• 別のプロジェクトのファイルへのアクセス
• テスト ケース ツールバー

テスト ケースの作成

プロジェクトを開くまたはプロジェクトを作成することにより、テスト ケースを作成できます。

たとえば、デフォルト プロジェクト「examples」では、Configs、Data、Staging Doc、Suites、Tests、およびその他
のフォルダを持ったツリー構造が表示されます。

テスト ケースを作成する方法

1. プロジェクト パネルで Tests フォルダを右クリックし、［新規テスト ケースの作成］をクリックします。
2. ダイアログ ボックスで、テスト ケースを保存するディレクトリを参照し、新しいテスト ケースの名前を入力しま
す。
詳細については、「モデル エディタのテスト ケース」を参照してください。

テスト ケースを開く

既存のテスト ケースを開くまたは表示する方法

1. メイン メニューから［ファイル］-［開く］-［テスト ケース］を選択します。
最近開かれたテスト ケースが表示されます。テスト ケースは使用された順にリスト表示されます。最新のものは、
リストの先頭に表示されます。

2. 目的のテスト ケースがリストに存在する場合は、それを選択します。
目的のテスト ケースがリストに存在しない場合は、［ファイル システム］、［クラス パス］、または［URL］をク
リックして参照します。

3. ファイルを選択し、［開く］ をクリックします。
選択したテスト ケースがモデル エディタで開かれて表示されます。また、プロジェクト パネルでダブルクリックす
ることにより、既存のテスト ケースを開くこともできます。
これで、テスト ケースに新しいエレメント（フィルタ、アサーション）を追加したり、既存のエレメントを変更した
りすることができます。
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テスト ケースの保存

テスト ケースを保存する場合、 は、テスト ケースの各ステップの結果も同じディレクトリの応答ドキュメント
（「.rsp」というサフィックスの付いたファイル）に保存します。詳細については、「応答ドキュメント」を参照してく
ださい。

テスト ステップ エレメント（フィルタ、アサーション、またはデータ セット）の必須フィールドが空白の場合、テスト
ケースを保存できません。

テスト ケースを保存する方法

以下のいずれかを実行します。

• ツールバーの［保存］をクリックします。
• メイン メニューから［ファイル］-［保存］を選択します。元のテスト ケース名が表示されます。

モデル エディタのテスト ケース

テスト ケースを作成または開く場合、モデル エディタが開きます。

WARNING

モデル エディタの外部で .xml テスト ファイルを編集すると、テスト ケースが判読不能または使用不可になる
場合があります。テスト ケース ファイルの手動での編集の問題は、CA サポートでサポートされていません。

モデル エディタは、テスト ケースとそれに関連するすべてのテスト ステップおよびエレメントをグラフィカルに表示し
ます。例として、LISA_HOME\examples ディレクトリのテスト ケースを開くことができます。

モデル エディタには、以下の 3 つのセクションがあります。
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• プロジェクト パネル： プロジェクトを作成し、テスト ケースまたはその他のドキュメントを作成、表示、または編
集します。

• モデル エディタ： テスト ケースに対して作成されるテスト ステップを追加、編集、削除します。
• エレメント パネル： テスト ケースまたはテスト ステップに対して、フィルタ、アサーション、データ セット、また
はコンパニオンを適用します。

テスト ステップの追加

ステップはいくつかの方法で追加できます。

テスト ステップを追加する方法

以下の手順のいずれかを実行します。

• メイン メニューから［コマンド］-［新規ステップ作成］を選択します。
• テスト ケース ツールバーの［ステップの追加］をクリックします。
• ワークフローのステップを右クリックし、［～の後にステップを追加］をクリックします。ステップは、そのステッ
プの直後/直下に追加されます。

ステップが既存のワークフローに挿入されると、挿入されたステップの両側のステップが自動的に更新され、ワークフ
ローの線形が維持されます。

ワークフローに分岐またはループが含まれる場合、次のステップは自動的に設定されません。

次のステップの設定

モデル エディタで次のステップを設定する方法

1. 目的のテスト ステップを選択して右クリックし、メニューを開きます。
2. ［次のステップ］をクリックし、目的の次のステップを選択します。

テスト ケースのテスト ステップの並べ替え

モデル エディタでステップを並べ替える方法

1. ステップを選択して右クリックし、ワークフローで並べ替えます。
2. 次のステップとして設定するステップを選択します。

また、モデル エディタ内のステップにドラッグ アンド ドロップすることもできます。ワークフローが線形の場合、ス
テップはすべて自動的に更新されます。非線形のワークフローには、分岐およびループが含まれます。ワークフローが非
線形の場合、次のステップは更新されません。非線形のワークフローの場合、次のステップは、そのステップの［ステッ
プ情報］タブで更新できます。

テスト ケース内の分岐およびループ

テスト ケース内の分岐

テスト ケース内の分岐は、アサーションを使用して実行されます。

任意の数のアサーションをテスト ステップに適用できます。すべてのアサーションには、true または false を評価する
条件があります。アサーションの条件が満たされると最初のアサーションが起動され、ワークフローのパスが変更され
ます。多くのステップでは、デフォルト エラー条件が失敗に対するアサーションとして自動的に作成されます。アサー
ションを作成する場合、整合性を保ち、常に true または常に false で分岐することをお勧めします。

アサーションの詳細については、「アサーションの追加」で説明しています。
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テスト ケース内のループ

特定のテスト ステップからのテスト ステップ ダウンストリームが、ループなどで、フローを開始したテスト ステッ
プに制御を送信するときに、ループが作成されます。重要なのはループから抜ける機能です。（プログラミングの
「while」ループのように）ループから条件付きで抜け出るには、ループに関連するテスト ステップでアサーションを設
定します。

データ セットを使用して、（プログラミングでの「for」または「foreach」ループのように）指定回数を実行するルー
プ、または特定のデータが使い果たされるまで実行するループを達成します。データ セットは、1 つ以上のプロパティ
に有限の回数の値を割り当てるために使用されます。データ セットが使い果たされた後に実行される次のステップは、
データ セット定義で指定されます。このステップを利用して、ループを解消できます。

例： システムにログインする 20 行のユーザがデータ セットに含まれている場合には、データ セットの各行に対してロ
グイン ステップを実行するループを作成できます。あるいは、特定のステップを特定の回数実行させるために数値カウ
ント データ セットを使用できます。

単一のステップがそれ自体をコールし、データ セットに対してループすることができます。データ セットからのデータ
を使用して、ループで複数のステップを実行できます。ステップ グループの最終ステップが、グループの最初のステッ
プを指しているときに、ループが達成されます。

データ セットの詳細については、「データ セット」で説明しています。

テスト ケースのインポート

現在の作業プロジェクト ディレクトリへ、古いテスト ケースをインポートできます。

テスト ケースをインポートする方法

1. プロジェクト パネルで Tests フォルダを右クリックし、［ファイルのインポート］を選択します。
2. そのフォルダにインポートするファイルを選択します。
3. ［OK］をクリックします。
インポート プロセスが開始され、選択したフォルダにファイル（サブディレクトリ内のファイルを含む）がすべてコ
ピーされます。テスト ケースおよび仮想サービス モデルの設定はすべて、プロジェクト設定にマージされます。

 

古いバージョンのファイル（ 5.0 より古いバージョン）をインポートする方法

1. メイン メニューから［ファイル］-［新規］-［プロジェクト］を選択します。
［新規プロジェクトの作成］ダイアログ ボックスが表示されます。

2. 古いバージョンのテスト ケースがあるディレクトリを選択します。
3. ［以下のいずれかに基づいて新しいプロジェクトを作成します］チェック ボックスをオンにします。
4. ［既存の DevTest ドキュメント ディレクトリからプロジェクトを作成］オプションを選択します。
5. ［作成］をクリックします。
このアクションにより、新しいバージョンに変換された古いバージョンのすべてのファイルを使用してプロジェクト
が作成されます。同じ名前のプロジェクトが存在する場合、新しいプロジェクトに別の名前を付けるよう求められま
す。

プロジェクト作成メッセージには、新しいバージョンの要件を満たすために変換されたすべてのテスト ケースおよび仮
想サービス モデルの自動変換メッセージも含まれています。

完了後、以下のメッセージを確認できます。

• プロジェクトのマイグレーション
• 設定の変更の詳細
• テスト ケースの変更の詳細

インポートされたすべてのファイルが選択されています。
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応答（.rsp）ドキュメント

Web サイトから記録するか、サーバと通信する場合、応答は応答ドキュメントに保存されるため、情報を後で使用でき
ます。

応答ドキュメントは、ユーザの側に影響を及ぼすことなく、自動的に作成および管理され、テスト ケース ファイルと
同じ名前と .rsp 拡張子を持つファイルとして保存されます。テスト ケース ファイルと同様、応答ドキュメントは XML
ファイルです。

応答ドキュメントには、以下の項目に対する HTTP 応答を維持します。

• テスト ケース内の、各 HTTP ベース ステップ
• Web サービス コールからの応答情報
• データベース クエリからの JDBC 結果

たとえば、対話型テスト ラン（ITR）ユーティリティを使用して HTTP ベースのステップを実行した場合、保存され
た応答ドキュメントにはテスト内の各 HTTP ベースのステップの結果の DOM ツリー全体が含まれます。この応答情報
は、データの検証、簡単なフィルタの作成、または簡単なアサーションの作成に使用できます。

HTTP 応答を使用したフィルタの作成の詳細については、「フィルタ」を参照してください。

HTTP 応答を使用したアサーションの作成の詳細については、「アサーション」を参照してください。

一部のステップには、応答ドキュメントに保存できない結果があります。

テスト ケース ファイルを別の場所にコピーする場合は、関連する応答ドキュメントもコピーして、保存された応答が失
われないようにしてください。

テストの実行には必要ないため、応答ドキュメントはオプションです。応答ドキュメントは、結果の表示、DOM ツリー
の表示、JDBC テーブルの表示などの機能を提供するために存在します。

再生機能を使用する場合、情報は応答ドキュメントから読み取られます。

別のプロジェクトのファイルへのアクセス

現在のプロジェクトと同じディレクトリ レベルにある別のプロジェクトのファイルにアクセスするに
は、LISA_PROJ_ROOT プロパティを使用します。

たとえば、以下のプロジェクトがあると仮定します。

• C:\Lisa\Projects\Project1
• C:\Lisa\Projects\Project2

Project2 で作業しているときに、以下のタイプのパスを指定することにより、Project1 のファイルにアクセスできます。

{{LISA_PROJ_ROOT}}/../Project1/Data/AccountNumbers.xls 

環境全体で有効なパスを指定してください。

テスト ケース ツールバー

テスト ケース ツールバーには、テスト ケースに対して実行できるほとんどのアクションが含まれています。
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アイコン 説明
新しいステップを作成します。

テスト ステップを削除します。

現在選択しているステップをワークフローの開始ステップとして
設定します。

選択したテキストを切り取ります。

選択したテキストをコピーします。

選択したテキストを貼り付けます。

クリックすると、メニューが開き、 ブラウザでテスト ケース
を記録することにより、ステップを作成します。Web レコーダ
(HTTP プロキシ) でテスト ケースを記録できます。

新しい対話型テスト ラン（ITR）を開始します。

クイック テストをステージングします。

指定した時点までテストを再生します。

モデル プロパティを表示します。

ズーム スケールを 1 ： 1 にリセットします。

ズーム イン。

ズーム アウト。

XML ソースを表示します。

サブプロセスの作成

######は、スタンドアロンのテスト ケースとして実行されるのではなく、別のテスト ケースから呼び出されるテスト
ケースです。

サブプロセスはその他のテスト ケースでモジュールとして使用できるため、再利用性が向上します。多くのテスト ケー
スで共有可能なサブプロセスのライブラリを作成できます。
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プログラミング言語では、サブプロセスは関数またはサブルーチンと呼ばれます。

テスト ケースは自己完結型である必要があります。テスト ケースで使用されるすべてのプロパティの値は、テスト ケー
スの内部で取得する必要があります。サブプロセスは、自身を実行していくつかのプロパティ値を提供するテスト ス
テップを予期します（入力プロパティ）。サブプロセスが完了すると、コール元のステップでプロパティ値を使用できる
ようになります（戻り値プロパティ）。

サブプロセスはネストすることができます。サブプロセスは別のサブプロセスをコールすることができます。

NOTE
別のサブプロセスをコールするサブプロセスがクワイエットとマークされた場合、コールされたサブプロセス
はすべてクワイエットになります。

以下の相違点を考慮して、通常のテスト ケースに対して行うのと同じ方法でサブプロセスのステップを作成します。

• （「サブプロセス テスト ケースの作成」で説明されているように）テスト ケースの［テスト ケース情報］タブで、
テスト ケースをサブプロセスとしてマークします。

• テスト ケースのように、データ セットを追加しないでください。代わりに、データ セットはケースのコールの一部
である必要があります。データ セットが呼び出されると、現在の値がサブプロセスに渡されます。例外は、データ
セットがサブプロセス ロジック自体の一部である場合です。このシナリオでは、グローバル データ セットを使用し
ません。

• コール元のステップから渡されると予期される任意のパラメータを初期化するために、サブプロセス内で設定ファイ
ルまたはコンパニオンを使用しないでください。テスト目的のために、これらの値は別の場所に追加します。サブプ
ロセスがコールされると、コール元のステップはこれらの値を渡します。

NOTE
親テスト ケース（サブプロセスをコールするテスト ケース）の反応時間パラメータは、サブプ
ロセスに伝達されます。サブプロセスの反応時間をコール元プロセスとは無関係に実行するに
は、lisa.subprocess.setThinkScaleFromParent という名前の testExec プロパティを「false」に設定し
て、サブプロセスごとに決定できるようにします。グローバルな上書きについては、local.properties で
lisa.subprocess.setThinkScaleFromParent=false を設定します。

ゼロからサブプロセスを作成できます。または、既存のテスト ケースをサブプロセスに変換できます。

サブプロセスの実行テスト ステップは、サブプロセス テスト ケースのコールを容易にします。

NOTE

詳細情報：

• サブプロセス テスト ケースの作成
• 既存のテスト ケースのサブプロセスへの変換
• サブプロセスの例

サブプロセス テスト ケースの作成

サブプロセスのテスト ケースを作成して、その入力と出力のプロパティを定義することができます。

  

以下の手順に従います。

1. テスト ケースを作成するか、または既存のテスト ケースを開きます。
2. テスト ケースの［テスト ケース情報］タブを開きます。
［テスト ケース情報］タブを開くには、モデル エディタ内の空白の領域のどこかをクリックします（ステップを選
択しないでください）。［テスト ケース情報］タブが右側のパネルに表示されます。

3. このテスト ケースをサブプロセスにするには、［サブプロセス］チェック ボックスをオンにします。
デフォルトでは、テスト ケースは、サブプロセスとして指定されません。

4. ［サブプロセス入力パラメータ］および［サブプロセス出力パラメータ］の新しい 2 つのタブが追加されます。
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5. ［ドキュメント］タブは、サブプロセスのいくつかの詳細なドキュメントを提供します。
このテキストは、サブプロセスをコールするすべてのテスト ステップで表示されます。

6. サブプロセス ステップの追加を完了したら、サブプロセスの入力および出力プロパティを設定します。

サブプロセス入力プロパティの定義

以下の手順に従います。

1. ［サブプロセス入力パラメータ］タブをクリックします。
2. 入力パラメータおよび予期される入力パラメータを定義します。
サブプロセスが必要とするパラメータのリストが［サブプロセス入力パラメータ］フィールドに表示されます。いく
つかのパラメータは自動的に追加されます。その他のパラメータは、必要に応じて追加できます。

3. プロパティを追加するには、このパネルの下部の［追加］

をクリックします。
4. ［キー］（プロパティ名）、［説明］、および［デフォルト値］の値を入力します。
対話型テスト ラン （ITR）機能でサブプロセスを実行する場合は、デフォルト値が使用されます。この値では、それ
が通常のテスト ケースであるかのように、サブプロセスをテストできます。別のテスト ステップがサブプロセスを
呼び出す場合、これらのデフォルト値は無視されます。

5. 不要なプロパティを削除するには、［削除］

をクリックします。
– 予期される入力パラメータ（必要なパラメータである場合があります）
が、サブプロセスの選択可能な入力プロパティを検出すると、そのプロパティがこのフィールドにリスト表示さ
れます。それが有効な入力プロパティである場合は、［追加］ボタンを使用して、［サブプロセス入力パラメー
タ］リストにこのプロパティをプロモートします。

サブプロセス出力パラメータの定義

サブプロセス出力（結果）プロパティ： サブプロセスが設定するすべてのプロパティのリスト。サブプロセスが必要と
するパラメータのリストが［サブプロセス出力パラメータ］フィールドに表示されます。いくつかのパラメータは自動的
に追加されます。その他のパラメータは、必要に応じて追加できます。

プロパティを追加するには、このパネルの下部の［追加］

をクリックします。

コール元のステップに対して使用可能にしないプロパティがある場合は、［削除］

をクリックします。

入力および出力プロパティが確認され、デフォルト値がすべての入力パラメータに設定された後、ITR でサブプロセスを
実行できます。

既存のテスト ケースのサブプロセスへの変換

既存のテスト ケースのサブプロセスへの変換方法

1. テスト ケースを開き、適切に名前を変更します。
2. テスト ケースの［テスト ケース情報］タブで、テスト ケースをサブプロセスとしてマークします。
3. 新しいサブプロセスの入力プロパティであるプロパティの値を提供するデータ セットを削除します。
例外は、データ セットがサブプロセス ロジックにとって不可欠な場合です。
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4. 設定ファイルから、任意のプロパティまたは新しいサブプロセスの入力プロパティであるパラメータを初期化するコ
ンパニオンを削除します。

5. 入力および出力プロパティが確認され、デフォルト値がすべての入力パラメータに設定された後、ITR でサブプロセ
スを実行できます。

サブプロセスの例

以下の例では、 の examples ディレクトリの jms.tst テスト ケースから派生したサブプロセスとそれをコールするテスト
ケースを示します。

1 つのデータ セット（order_data）が元のテスト ケースから削除されています。order_data データ セットは、元のテス
ト ケースの order_num の値を提供していました。ここで、order_num プロパティは入力プロパティです。
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以下の図は、1 つのテスト ステップ（サブプロセスの実行）を持ったテスト ケースを示しています。
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ステップ 1 は［サブ プロセスの実行］タイプです。これは、サブプロセス jms （上記に示されています）を実行しま
す。

入力プロパティは一致しています。また、コール元のステップは、サブプロセスの実行が完了した後に lisa.jms-1.rsp プ
ロパティを利用可能にするように指定しています。

ドキュメントの作成
###### ######には、テスト ケースを実行する方法に関する情報が含まれます。

########には、スイート内のテスト ケースに対する成功条件を設定できます。
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テストが実行された後にテスト ケースをモニタするために使用するメトリックを適用したり、イベントを追加したりす
ることができます。

#### ######はテスト ケースのコレクションを実行するために使用できます。

NOTE

詳細情報：

• ステージング ドキュメントの作成
• 監査ドキュメントの作成
• イベントについて
• メトリックの生成
• テスト スイートの作成

ステージング ドキュメントの作成

ステージング ドキュメントには、テスト ケースを実行する方法に関する情報が含まれます。

でステージング ドキュメントを作成します。

テスト ケースの最初のステップにグローバル データ セットが含まれており、データ セットが使い果たされたときにテ
ストを終了するようにデータ セットが設定されている場合、ステージングされた実行のすべてのテスト インスタンスが
終了します。安定状態時間などのその他のステージング パラメータは、上書きされます。

ローカル データ セットでは、ステージングされた実行をこのように終了したり、最初のステップ以外のステップにデー
タを設定したりしません。

以下の手順に従います。

1. メイン メニューから［ファイル］-［新規］-［ステージング ドキュメント］を選択します。
［新規ステージング ドキュメント］ダイアログ ボックスが表示されます。

2. 新しいステージング ドキュメントの名前を入力します。
3. ［OK］をクリックします。
ステージング ドキュメント エディタが表示されます。

4. ［ベース］タブで、ステージング ドキュメントに関する基本情報を指定します。
この情報には、ステージング ドキュメント名、ロード パターン、および配分パターンが含まれます。

5. ［レポート］タブで、実行時に作成するレポートのタイプを指定します。
6. ［メトリック］タブで、実行時に記録するメトリックを指定します。
7. ［ドキュメント］タブで、ステージング ドキュメントに関する説明を入力します。
8. （オプション）［IP スプーフィング］タブで、IP スプーフィングを有効化および設定します。
9. （オプション）［ソース ビュー］タブで、ステージング ドキュメントの XML バージョンを確認します。
10.メイン メニューから［ファイル］-［保存］を選択します。

 

ステージング ドキュメント エディタ

ステージング ドキュメント エディタでは、テスト ケースの実行条件を指定します。

ステージング ドキュメント エディタには以下のタブが含まれます。
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• ベース： 基本パラメータを指定します。
• レポート： レポートを選択および追加します。
• メトリック： メトリックを選択し、サンプリング間隔を指定します。
• ドキュメント： ステージング ドキュメントに関する説明を入力します。
• IP スプーフィング： IP スプーフィングの詳細を入力します。IP スプーフィングを使用すると、ネットワーク要求を
作成する場合に、ネットワーク インターフェースで複数の IP アドレスを使用できます。

• ソース ビュー： ステージング ドキュメントの XML ソースを表示します。

###### ###### #### - #######

ステージング ドキュメント エディタの［ベース］タブでは、テスト ケースの基本パラメータを設定します。

• 反応時間のグローバルな調整
• テスト期間（経過時間または実行数）
• テストのペースを調整する情報（特定の数のテストを指定した期間で完了するなど）
• 仮想ユーザ数
• 仮想ユーザのロード パターン
• 仮想ユーザの分散パターン

［ベース］タブは、以下のパネルで構成されています。

 550



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

• 上部パネル
• ［ロード パターンの選択］パネル
• ［配分の選択］パネル

上部パネル

上部パネルでは、以下のパラメータを設定できます。

• ラン名
ステージング ドキュメントの名前。

• 反応時間
テスト ケース内のすべてのテスト ステップの反応時間（パーセンテージ）。各テスト ステップでは、ステップ情報
セクションで反応時間を宣言できます。ここでは、値のパーセンテージとして、それらの反応時間にグローバルな変
更を適用できます。以下に例を示します。
– 反応時間を削除するには、パーセンテージを 0% に設定します。
– 反応時間を半減させるには、パーセンテージを 50% に設定します。
– 反応時間を倍増させるには、パーセンテージを 200% に設定します。

• CAI の有効化
Application Insight を有効にするか無効にするかを選択できます。

• テスト実行回数
特定の時間で完了するテスト実行の数。

• 指定の実行時間
テストを実行する期間（実際の時間）。
値： h で時、m で分、s で秒
2,500 のテストが 8 分で完了するように指定できます。
反応時間は必要なペースを達成するためには変更されません。
速すぎてテスト ペースを達成できない場合、 はテスト間に一時停止せずに実行されます。 は、テストが要求より遅
いペースで実行されていることをログに記録します。
指定された仮想ユーザが少なくて、テスト ペースを達成できない場合、 はユーザを追加しません。必要な仮想ユーザ
数を予測するには、オプティマイザ ユーティリティについての説明を参照してください。

［ロード パターンの選択］パネル

［ロード パターンの選択］パネルでは、以下のアクションを実行できます。

• テストの期間を設定する。
• 仮想ユーザ（インスタンス）の数を設定する。
• 仮想ユーザのロード パターン（複数の仮想ユーザが存在する場合）を設定する。

詳細については、「ロード パターンの選択」を参照してください。

［配分の選択］パネル

［配分の選択］パネルでは、シミュレータを実行する仮想ユーザ（インスタンス）を配分できます。詳細については、
「配分の選択」を参照してください。

### #######

［ステージング ドキュメント エディタ］の［ベース］タブには、［ロード パターンの選択］パネルが含まれます。

ロード パターン オプションは、以下のとおりです。
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• すぐに起動
• 手動ロード パターン
• 実行回数を指定
• 段階的ステップ
• 加重平均パターン

NOTE

ペースは、以下のロード パターンでのみサポートされています。

• 実行回数を指定
• すぐに起動
• 段階的ステップ

ペースは、安定状態のインスタンス数を予測するロード パターンの機能によって異なります。動作している安定状態の
インスタンスの数は、ステップが実行されるペースに影響します。そのペースを予測できるのは、これらのロード パ
ターンのみです。

すぐに起動

［すぐに起動］パターンは、少数の仮想ユーザ（インスタンス）を実行する場合に適用できますが、テストの期間を指定
します。どのロード パターンにも影響を受けません。このパターンは、すべての仮想ユーザを同時に開始します。

このパターンを設定するには、以下のパラメータを入力します。

• インスタンス
仮想ユーザの数。

• 最大実行時間
「最大値なし」（テスト ケースによって時間が決定されます）か「最大実行時間」のいずれかを選択します。後者の
場合、［最大実行時間］を指定します。この設定は、［サイクル］に入力されている値を上書きします。h で時、m
で分、s （または文字なし）で秒（デフォルト）を指定できます。

下部のグラフは、パターンのグラフィカル ビューを提供します。

手動ロード パターン

［手動ロード パターン］は、ユーザが仮想ユーザ（インスタンス）のロードおよびアンロードの大部分を制御できま
す。このパターンは［段階的ステップ］パターンに似ていますが、追加する仮想ユーザ数およびパターンの各ステップの
時間間隔の両方を個別に指定できます。

このパターンを設定するには、テーブルの行として各ステップを定義します。各行で、時間間隔および仮想ユーザ数を定
義して、そのステップ（［インスタンスの変化］列）に対して追加または削除を行います。経過時間（［合計時間］列）
および仮想ユーザの総数（［実行中インスタンス］列）は、自動的に計算されます。

［間隔］列で、数値の後に、時の h、分の m、秒（デフォルト）の s （または文字なし）を使用して時間を入力しま
す。

ステップの現在の順番を追加、削除、変更するには、テーブルの下部のツールバーにある標準アイコンを使用します。

これらのアイコンを表示するには、スクロールする必要がある場合があります。または、行を選択して以下のショート
カットを使用できます。

• 行の追加： Ctrl + Shift + A
• 行の削除： Ctrl + Shift + D
• 行を上に移動： Ctrl + Shift + 上方向キー
• 行を下に移動： Ctrl + Shift + 下方向キー
• 拡張ビュー： Ctrl + Shift + L
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下部のグラフは、パターンのグラフィカル ビューを提供します。

実行回数を指定

［実行回数を指定］パターンは、1 人または少数の仮想ユーザ（インスタンス）のみを実行する場合に適用できますが、
テストを実行する回数を指定します。どのロード パターンにも影響を受けません。このパターンは、すべての仮想ユー
ザを同時に開始します。

このパターンを設定するには、以下のパラメータを入力します。

• インスタンス
仮想ユーザの数。

• サイクル
［最大実行時間］に設定されている時間に達するまで継続的に実行するか、または最大回数を実行するかを選択しま
す。

• 最大実行時間
「最大値なし」（テスト ケースによって時間が決定されます）か「最大実行時間」のいずれかを選択します。後者の
場合、［最大実行時間］を指定します。この設定は、［サイクル］に入力されている値を上書きします。h で時、m
で分、s （または文字なし）で秒（デフォルト）を指定できます。

段階的ステップ

［段階的ステップ］パターンは、一回ではなく、詳細に定義された段階を使用してシステムへ仮想ユーザ（インスタン
ス）を導入します。安定状態のユーザ、ランプアップおよびランプダウン時間、ランプのステップ数を指定します。

このパターンを設定するには、以下のパラメータを入力します。

• 安定状態のインスタンス
安定状態で実行する仮想ユーザの最大数。

• ステップ数
仮想ユーザの最大数に達するために使用するステップ数。各ステップで導入する仮想ユーザ数は、安定状態のインス
タンスをステップ数で割った数になります。

• ランプアップ時間
仮想ユーザが追加され、仮想ユーザの最大数に到達する期間。ステップ間の時間間隔は、ランプアップ時間をステッ
プ数で割った時間になります。

• 安定状態時間
有意なテスト ランの期間。

• ランプダウン時間
仮想ユーザが削除される期間。テストは「停止」要求の後に完了するように動作するため、ランプダウン時間はおお
よその時間です。

数値の後に、時の h、分の m、秒（デフォルト）の s （または文字なし）を使用して時間を入力します。

下部のグラフは、パターンのグラフィカル ビューを提供します。

加重平均パターン

［加重平均パターン］は統計の計算に基づいて仮想ユーザ（インスタンス）を追加および削除します。 は、加重移動平
均を使用して、ステップ数およびステップ間の期間を毎秒ごとに計算します。この分布は正規分布曲線に近似します。大
部分の仮想ユーザは、2 つの標準偏差のロードまたはアンロード ランプ時間の中間に追加されます。

このパターンを設定するには、以下のパラメータを入力します。

• 安定状態のインスタンス
安定状態で実行する仮想ユーザの最大数。

• ランプアップ時間
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仮想ユーザが追加され、仮想ユーザの最大数に到達する期間。
• 安定状態時間
有意なテスト ランの期間。

• ランプダウン時間
仮想ユーザが削除される期間。テストは「停止」要求の後に完了するように動作するため、ランプダウン時間はおお
よその時間です。

数値の後に、時の h、分の m、秒（デフォルト）の s （または文字なし）を使用して時間を入力します。

下部のグラフは、パターンのグラフィカル ビューを提供します。

#####

ステージング ドキュメント エディタの［ベース］タブには、［配分の選択］パネルが含まれます。

を使用する場合、仮想ユーザはローカルで（ の一部であるシミュレータを使用して）実行されるため、［配分の選
択］パネルを必要としません。

いくつかのシミュレータ サーバがアクティブのまま  を使用する場合、［配分の選択］パネルで、シミュレータ間での仮
想ユーザの配分方法を指定できます。

配分のオプションは以下のとおりです。

• インスタンスの能力に基づいてバランス
• DCM による動的シミュレータ スケーリング
• パーセント配分
• ラウンド ロビン配分

インスタンスの能力に基づいてバランス

［インスタンスの能力に基づいてバランス］配分は、現在のロード（各シミュレータのロード率）の評価に基づいて、
が仮想ユーザ（インスタンス）の割り当てを決定することを要求します。

各シミュレータは、定義された割り当て可能な仮想ユーザ数で開始されます。デフォルトは 255 です。 はパーセント
ロードを動的に追跡し、仮想ユーザを特定のシミュレータに追加して、ロード パーセンテージをできるだけ均等に維持
しようとします。そのため、最低のロード率のシミュレータは、システムに導入される次の仮想ユーザに対する候補とな
ります。

この配分は、システムがすでにその他のいくつかのテスターからのテストを実行しており、ロード配分を最適化したい場
合に役立ちます。

パラメータは不要です。

DCM による動的シミュレータ スケーリング

［DCM による動的シミュレータ スケーリング］配分は、テストの実行要件を満たすためにより多くの容量が必要になる
場合（自動的にラボを展開することが必要になる場合）を  が自動的に決定することを要求します。

この配分パターンには、以下のパラメータが含まれます。

• チェックポイント時間
より多くのシミュレータが必要かどうかを  が評価する間隔。値は秒（例： 300s）または分（例： 5m）で入力しま
す。

• DCM 動的ラボ名
既存のコーディネータにステージングしてテストを実行するためにより多くの容量が必要と判定された場合に、この
パラメータは、追加のシミュレータを実行するためにどのラボをアクティブ化するかを示します。VLM プレフィック
スおよび完全修飾ラボ名を含めます。

• 展開の最大数
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展開時に作成されるシミュレータの最大数。ユーザごとのシミュレータ数を制限するポリシーがある場合、このパラ
メータを使用してポリシーを強制できます。デフォルト値の 0 は無制限を意味します。

チェックポイントの評価時に、 は現在実行されているシミュレータのパフォーマンスおよびオンラインにする必要が
ある仮想ユーザ数を確認します。追加のシミュレータが必要な場合、 はラボを展開するプロセスを開始します。シミュ
レータがオンラインになると、 はそれらのシミュレータへのトラフィックの送信を開始します。

パーセント配分

［パーセント配分］は、指定パーセンテージに基づいて、シミュレータに仮想ユーザ（インスタンス）を配分します。

実行中のシミュレータ（およびローカル）の名前は、［シミュレータ名］列のドロップダウン リストに表示されます。

シミュレータを選択し、そのシミュレータ用の仮想ユーザのパーセンテージを指定します。100 パーセントになるまで、
含めるすべてのシミュレータに対してこの操作を繰り返します。パーセンテージには整数値を使用します。

NOTE
ドロップダウン リストの選択肢として［自動］が表示されますが、これは推奨されていません。「自動」は、
明示的な配分の選択と競合するため、仮想ユーザの割り当てを混乱させる結果になります。

ラウンド ロビン配分

［ラウンド ロビン配分］は、単純なラウンド ロビン配分パターンに基づいて、 が仮想ユーザ（インスタンス）の割り当
てを制御することを要求します。

は、シミュレータをランダムに選択し、仮想ユーザを追加してから、別のシミュレータに移動してユーザを追加し、必
要に応じてこの手順を続けます。すべてのシミュレータが使用されると、プロセスは最初のシミュレータで続行されま
す。この配分は、システムで単一の大規模な負荷テストを行う場合に役立ちます。

パラメータは不要です。

###### ###### #### - ########

ステージング ドキュメント エディタの［レポート］タブでは、すべてのテスト ケースまたはテスト スイートに対して
実行するレポート ジェネレータを指定できます。
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以下のレポート ジェネレータが利用可能です。

• デフォルトのレポート ジェネレータ
機能、パフォーマンス、およびメトリックの情報をキャプチャし、そのデータをレジストリによって参照されるレ
ポート データベースにパブリッシュします。レポート ポータルはこのデータベースを利用します。

• ロード テスト レポート ジェネレータ
何千もの仮想ユーザを使用した負荷テスト用に設計されています。このレポートでは負荷メトリックがキャプチャさ
れますが、ステップ レベルのメトリックはキャプチャされません。ステップ レベルのメトリックをキャプチャする
と、データ量が多くなり過ぎ、レポート データベースによってテストのスピードが遅くなるおそれがあります。

• XML レポート ジェネレータ
キャプチャ可能なすべてのデータを使用して XML ファイルを作成します。キャプチャされるデータは、レポート オ
プションを使用して制限することができます。このレポートを表示するには、レポート ポータルにファイルをイン
ポートします。

各レポート ジェネレータで使用可能なデータ、レポートの表示、レポートの内容、および出力オプションの詳細につい
ては、「レポート」で説明しています。

レポート用にキャプチャするメトリックについては、「メトリックの生成」でより詳細に説明しています。

レポートは以下のモジュールで選択でき、レポート ビューアで参照できます。
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• クイック テストのステージング
• ステージング ドキュメントの作成
• テスト スイートの実行

要求された後、それらを後で表示および管理できます。

ドロップダウン リストからレポートを選択すると、レポートのサマリがその下の領域に表示されます。

選択したレポートによって、パラメータは異なります。必要な場合および場所に応じて、パラメータを設定します。

［レポート］タブは、以下の領域で構成されています。

• 右側のパネル
右側のパネルでは、追加するレポートを選択します。

• 属性
［属性］領域には、レポート ジェネレータ タイプ、およびレポートに必要なパラメータが含まれます。
– レポート ジェネレータ タイプ： プルダウン メニューに使用可能なレポートのタイプが表示されます。
– パラメータ： 選択したレポート ジェネレータを設定するために必要なパラメータです。
［テストが停止するまでの最大エラー数および失敗数］フィールドは、 がテストを中止するまでに許可されるエ
ラー数を制限します。「0」のエントリは、すべてのエラーを許可することを意味します。

• 左側のパネル
左側のパネルには、追加されたレポートのリストが表示されます。パネルの下部のツールバーを使用して、レポート
を追加、保存、移動、および削除できます。

###### ###### #### - #########

ステージング ドキュメント エディタの［メトリック］タブでは、記録するテスト メトリックを選択できます。

内容

また、メトリック収集のサンプリング仕様を設定でき、選択したメトリックに対して電子メール アラートを設定できま
す。
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［メトリック］タブは、2 つのセクションで構成されています。上部パネルには、デフォルトのメトリックが色分けされ
て表示されます。下部パネルには、サンプリング パラメータが表示されます。

ステージング ドキュメントでメトリックを表すために使用される色を変更できます。色をクリックし、新しい色を選択
して、ステージング ドキュメントを保存します。テストをステージングする前に色を変更します。

上部パネルでは、メトリックの追加や削除、および電子メール アラートの設定を行えます。

以下のタイプのメトリックが使用できます。

• 包括テスト メトリック
• テスト イベント メトリック
• SNMP メトリック
• JMX 属性リーダ（JMX メトリック）
• TIBCO Hawk
• Windows Perfmon メトリック
• SSH 経由の UNIX メトリック

各メトリックの詳細については、「メトリックの説明」を参照してください。

メトリックの追加

以下の手順に従います。

1. ツールバーの［追加］ をクリックします。
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メトリックを追加するためのダイアログ ボックスが、追加できるメトリックのリストと共に表示されます。
2. 目的のメトリック タイプを選択し、［OK］をクリックします。
メトリック選択のダイアログ ボックスが表示されます。

3. メトリックの目的のサブカテゴリを選択し、［OK］をクリックします。
サブカテゴリはメトリックごとに異なります。新しく追加されたメトリックが、既存のメトリックのリストに別の色
で表示されます。

すべてのカテゴリのすべてのメトリックの説明、およびレポートに含めるようそれらを設定する方法の詳細については、
「メトリックの生成」を参照してください。

電子メール アラートの設定

特定のメトリックに対して電子メール アラートを設定する方法

1. メトリックに対応する［アラートの設定］ボタンをクリックします。
［アラートの編集］ダイアログ ボックスが表示されます。

2. メトリックの許容範囲（上限値および下限値）および電子メールで送信される詳細を設定できます。電子メール サー
バの名前および電子メール アドレスのリストを入力します。
ステージング ドキュメントに追加される電子メール アラートは、SMTP パスワードを暗号化された値として保存し
ます。また、既存のステージング ドキュメントを開いて再保存すると、SMTP パスワードは暗号化された値として保
存されます。
電子メール アドレスを追加および削除するには、ウィンドウの下部の［追加］および［削除］ボタンを使用します。

3. 完了したら、［閉じる］をクリックします。
［メトリック］タブの［アラートの設定］ボタンが［アラートの編集］ボタンに変わっていることに注目してくださ
い。

NOTE
電子メール アラートが動作するには、lisa.properties ファイルで SMTP サーバ関連のパスを設定する必要もあ
ります。

サンプリング パラメータ

下部パネルには、サンプリング パラメータを設定できる 2 つのスライダ バーがあります。

• サンプル レート： このパラメータは、サンプルを収集する（メトリックの値を記録する）頻度を指定します。［サン
プル レート］は期間として指定します。これは、サンプル レートの逆数です。

• サンプル数（間隔あたり）： このパラメータは、メトリックのサマリ値を計算する間隔を設定するために使用される
サンプル数を指定します。

サンプル値を毎分取得（サンプル レート = 1 分）して、60 サンプルごとに平均（サンプル数（間隔あたり） = 60）する
と、メトリック値が毎分生成され、サマリ値（平均）が毎時間計算されます。

たとえば、デフォルトでは、サンプル レートは 1 秒でサンプル数（間隔あたり）は 10 （間隔は 10 秒）です。

上記の例では、1 つのサンプルあたり 5 秒、および 1 つの間隔あたり 25 のサンプルを使用します。これらの値は、5 秒
ごとにメトリック値、および 125 秒ごとにサマリ値を作成します。

メトリック値は、レポートに含めるために XML ファイルまたはデータベース テーブルに格納されます（「レポート」を
参照）。

 559



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

###### ###### #### - ##########

ステージング ドキュメント エディタの［ドキュメント］タブでは、ステージング ドキュメントに関する説明を入力でき
ます。

###### ###### #### - #IP ##########

ステージング ドキュメント エディタの［IP スプーフィング］タブでは、ネットワーク 要求を作成する場合に、ネット
ワーク インターフェースで複数の IP アドレスを使用することができます。

パフォーマンス テスト シナリオで、テスト中のシステムに対して IP スプーフィングを有効にすることにより、要求が
さまざまな仮想ユーザから送信されているようにできます。Web アプリケーションなどの一部のシステムでは、この結
果は実際の動作と非常に似ています。
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• IP スプーフィングの有効化
選択すると、IP アドレスはテスト ケース内のすべてのサポートされたテスト ステップに対してスプーフィングされ
ます。

• バージョン
– IPv4： 選択すると、IPv4 アドレスがスプーフィングされます。
– IPv6： 選択すると、IPv6 アドレスがスプーフィングされます。
IPv4 または IPv6 のいずれかを選択する必要があります。

• 選択アルゴリズム
– ラウンド ロビン： スプーフィングされる IP アドレスがラウンド ロビン形式で選択されます。
– ランダム： スプーフィングされる IP アドレスがランダムな形式で選択されます。

IP スプーフィングのサポート

IP スプーフィングは HTTP に対してのみサポートされています。

以下のステップに対して、IP スプーフィングの使用を設定できます。

• HTTP/HTML 要求
• REST ステップ
• Web サービス実行 (XML)
• RAW SOAP 要求

IP スプーフィング シナリオ

IP スプーフィングがステージング ドキュメントで設定される場合、以下の状況が予想されます。

• ループのある単一ユーザの単一のテスト ケース
テストの 1 つのサイクルのループはそれぞれ、IP アドレス リストのシーケンシャルまたはランダムな順番に基づい
て、異なる IP アドレスを取得します。

• ループのない単一ユーザの単一のテスト ケース（テストはすべてのサイクルで開始および終了）
IP アドレスが異なるように、ランダムなアドレスを使用します。［ランダム］を選択しない場合、各ユーザは常に最
初の IP アドレスから開始します。

• ループのある複数のユーザの単一のテスト ケース（単体として動作）
テストの実行またはサイクルでは、使用する IP アドレスのリストが保持されます。

• ループのない複数のユーザの単一のテスト ケースでは［ランダム］が選択されている必要があります。
［ランダム］を選択することにより、サイクルの開始時に、リストの 1 番目の IP アドレスではなく、ランダムな IP
アドレスが使用されます。

Windows での IP アドレスの設定

このセクションでは、IP スプーフィングのためのネットワーク インターフェースに IP アドレスを追加する方法について
説明します。

NOTE
IP アドレスを追加する前に、管理者であることを確認してください。

Windows では、IP アドレス情報はコマンドライン ユーティリティの ipconfig を使用して取得できます。

単一の IP アドレス 192.168.0.201 を追加するには、netsh コマンドライン ユーティリティを使用します。

netsh in ip add address "Local Area Connection" 192.168.0.201 255.255.255.0

複数の IP アドレスを追加するには、netsh をループで使用します。
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たとえば、以下のコマンドは、192.168.0.202 ～ 192.168.0.210 の 9 つの IP アドレスを追加します。

for /L %i in (202, 1, 210) do netsh in ip add address "Local Area Connection" 192.168.0.
%i 255.255.255.0

これらのコマンドが成功した場合、コマンドライン ユーティリティの ipconfig /all を使用して新しい IP アドレスを確認
できます。

 

###### ###### #### - #### ######

ステージング ドキュメント エディタの［ソース ビュー］タブには、ステージング ドキュメントの XML ソースが表示さ
れます。

ステージング ドキュメントの例

サンプルのステージング ドキュメントは、examples プロジェクトの StagingDocs フォルダで提供されています。これ
らはすべて、［実行回数を指定］ロード パターンおよび［パーセント配分］パターンを使用します。

これらのドキュメントは、新しいステージング ドキュメントのベースとして使用できます。次に、名前を変更して保存
します。

• 1User0Think_RunContinuously.stg： このステージング ドキュメントは、ゼロの反応時間で単一の仮想ユーザを実行
します。このステージング ドキュメントはテストを継続的に実行します。これは必ずしも永久という意味ではありま
せん。

• 1user1cycle0think.stg： このステージング ドキュメントは、ゼロの反応時間で単一の仮想ユーザを 1 回実行します。
• ip-spoofing.stg： このステージング ドキュメントでは、IP スプーフィングのサポートをテストできます。
• jboss-jmx-metrics-localhost.stg： このステージング ドキュメントは、440 秒間、3 人の同時仮想ユーザを 1 回実行
します。

• Run1User1Cycle.stg： このステージング ドキュメントは、100 パーセントの反応時間で単一の仮想ユーザを 1 回実
行します。

• Run1User1CyclePF.stg： このステージング ドキュメントは、100 パーセントの反応時間で単一の仮想ユーザを 1 回
実行します。Application Insight は有効です。

• Run1User1CycleShowAll.stg： このステージング ドキュメントは、100 パーセントの反応時間で単一の仮想ユーザを
1 回実行します。Application Insight は有効です。

監査ドキュメントの作成

監査ドキュメントには、スイート内のテスト ケースに対する成功条件を設定できます。

監査ドキュメントでは以下のことを追跡できます。

• テスト中に発生する必要があるイベント、または発生してはならないイベント
• テスト の実行にかかる時間が短すぎないか、または長すぎないか

監査ドキュメントは、スイート ドキュメント エディタの［ベース］タブで指定できます。［レポート］タブの［すべて
のイベントを記録］チェック ボックスを必ずオンにしてください。

監査ドキュメントは、プロジェクトの AuditDocs フォルダに配置されます。ファイル拡張子は .aud です。

プロジェクトを作成すると、AuditDocs フォルダに DefaultAudit.aud という名前のデフォルトの監査ドキュメントが含
まれます。
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NOTE
監査ドキュメントを使用する場合、テストで使用される監査ドキュメントからの短い説明をテスト ステップ名
に含めることはできません。たとえば、Abort が監査ドキュメント内の短い説明である場合、Abort という単
語をテスト ステップ名に使用することはできません。

以下の図は、監査ドキュメント エディタを示しています。このエディタには、［イベント監査］パネルと［監査実行情
報］パネルが含まれます。

監査ドキュメントを作成する方法

1. メイン メニューから［ファイル］-［新規］-［テスト監査］を選択します。
2. 監査ドキュメントの名前を入力し、［OK］をクリックします。
監査ドキュメント エディタが開きます。

3. イベントを監査する場合は、［イベント監査］パネルのパラメータを設定します。
4. 実行時間を監査するには、［監査実行情報］パネルでパラメータを設定します。
5. メイン メニューから［ファイル］-［保存］を選択します。

［イベント監査］パネル

［イベント監査］パネルでは、テスト中の発生必須イベント、または発生禁止イベントを指定できます。
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イベントを追加する方法

1. ［追加］

をクリックします。
2. 新しい行で、［イベント ID］列のドロップダウン リストからイベント名を選択します。
各行には以下のパラメータがあります。
– 説明
イベントの短い説明の値に基づいてイベントをフィルタするには、この列の短い説明からキーワードを入力しま
す。

– 発生する
イベントがテスト中に発生する必要がある場合は、このチェック ボックスをオンにします。

– 発生しない
イベントがテスト中に発生してはならない場合は、このチェック ボックスをオンにします。

– 失敗時のメッセージ
この監査が失敗した場合にログに記録されるメッセージ。

3. 含める各イベントに応じて行を追加します。
論理的に競合するイベント監査を追加しようとすると、エディタに警告メッセージが表示されます。
［上へ］

と［下へ］

をクリックして、行を並べ替えることができます。
［削除］

をクリックして、行を削除できます。

［監査情報実行］パネル

［監査情報実行］パネルでは、実行時間を監査できます。

このパネルには、以下のパラメータがあります。

• 実行時間の監査
実行時間の監査を有効にするには、このチェック ボックスをオンにします。

• 最小時間
テストを実行する必要のある最小時間（秒単位）。

• 最大時間
テストを実行でき、正常な監査と見なすことができる最大時間（秒単位）。最大時間の制約がない場合は、「0」を入
力します。

• 失敗時のメッセージ
この監査が失敗した場合にログに記録されるメッセージ。

イベントについて

####は、すべての関係者にアクションが発生したことを伝えるブロードキャスト メッセージです。イベントは、テスト
ケースで発生するすべての主要なアクションに対して作成されます。

イベントは、ステップの実行、プロパティの設定、応答時間のレポート、結果の受信、テストの成功または失敗などで毎
回作成されます。すべてのイベントを参照し、関係のないイベントをフィルタできます。

テストのモニタやテスト結果の分析において、イベントは重要です。
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ITR の［テスト イベント］タブをクリックすると、対話型テスト ラン （ITR）中にイベントを観察できます。以下の図
は、［テスト イベント］タブを示しています。

  

クイック テストのイベントを観察およびフィルタできます。
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同じことは、ステージングされたテストまたはテスト スイートのモニタ時にも実行できます。

レポートに含めるイベントを選択できます。また、モニタおよびレポートに含めることができるメトリックとして使用す
るイベントを選択できます。

レポートの詳細については、「レポート」を参照してください。メトリックの詳細については、「メトリックの生成」を
参照してください。

NOTE
DevTest の内部では、ステップはノードとも呼ばれます。これが、一部のイベントのイベント ID 内に「node」
が含まれる理由です。

イベント ID、Short 値、および Long 値は、イベントの特徴を示します。イベント ID はイベントのタイプを示
すキーワードです。Short 値および Long 値は、イベントについての情報を含みます。それらのコンテンツはイ
ベントのタイプによって異なります。

 

詳細情報：

• イベントの説明
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イベントの追加および表示

イベントを追加および表示できます。

• ITR を使用
• クイック テストまたはステージング ドキュメントを使用

ITR によるイベントの追加および表示

対話型テスト ラン（ITR）ユーティリティの［設定］タブで、いくつかのイベントを有効にできます。

それらのイベントを表示するには、［コール結果を表示］および［ノードレスポンスを表示］チェック ボックスをオン
にします。

［テスト イベント］タブをクリックして、ITR でテスト イベントを表示できます。

クイック テスト/ステージング ドキュメントによるイベントの追加および表示

［テストを開始］または［Start Suite］オプションを使用してテスト ケースを開始すると、テストがステージングさ
れ、関連するグラフが［パフォーマンス統計］タブに表示されます。

テスト イベントを表示するには、［イベント］タブをクリックします。

左側のパネルの［フィルタで除外するイベント］を選択するか、または事前定義済みのフィルタ セットから選択できま
す。

テスト イベントのリストを更新するには、［イベント］タブの［自動リフレッシュ］チェック ボックスをオンにしま
す。テストが実行されると、［イベント］タブに指定したイベントが表示されます。

テスト スイートのイベントの表示

テスト スイートをステージングした場合、イベントも観察できます。

レポートに含めるイベントを選択できます。また、モニタおよびレポートに含めることができるメトリックとして使用す
るイベントを選択できます。

レポートの詳細については、「レポート」を参照してください。メトリックの詳細については、「メトリックの生成」を
参照してください。

イベントには、イベント ID、Short 値、および Long 値があります。イベント ID はイベントのタイプを示すキーワード
です。Short 値および Long 値は、イベントについての情報を含みます。それらのコンテンツはイベントのタイプによっ
て異なります。

NOTE
内部では、ステップはノードとも呼ばれます。一部のイベントのイベント ID に「node」が含まれているのは
そのためです。

NOTE

詳細情報：

• イベントの説明

メトリックの生成

メトリック収集（CA 独自のメトリック計算方法）は、拡張可能なレポート メカニズムであり、さまざまな出力のレポー
トを生成できます。

メトリックにより、テストおよびテスト中のシステムのパフォーマンス/機能面に定量的手法および測定単位を適用でき
ます。
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ソフトウェア メトリックは、ソフトウェア、ハードウェア システム、またはそれらの仕様のプロパティの測定単位で
す。メトリックを使用する定量的手法は、コンピューティングの複数の分野で非常に強力であると証明されており、テス
トもその例外ではありません。

メトリックは、以下の 2 つのグループに大別されます。

• ゲージ： ゲージは、応答時間や CPU 使用率などの値を瞬間的に読み取るものです。
• カウンタ： カウンタは、失敗したテストの数など、プロパティの継続的な数を示します。メトリックがカウンタであ
る場合、これは基本的にテストの実行時に継続的に増加する数（エラーの数）です。メトリックにカウンタとしてフ
ラグが立てられた場合、レポートで異なってグラフ化されます。グラフ化される値は、現在のサンプルと前のサンプ
ルの差異です。

ほとんどのメトリックは、メトリックのタイプ（ゲージまたはカウンタ）がすでにわかっています。メトリックをどちら
かのタイプでも使用できる場合は、目的のタイプを指定できます。

メトリックは、以下のステージング ドキュメントやテスト スイート ドキュメントに追加できます。テスト モニタおよ
びクイック テストでは、メトリックを生成できます。各ドキュメントまたはテストに対するメトリックの指定や生成に
ついては、各エディタのセクションで説明しています。

• クイック テスト： テストをモニタするために使用します。
• ステージング ドキュメント： レポートに含めるために使用します。
• テスト スイート ドキュメント： レポートに含めるために使用します。
• テスト モニタ： テストをモニタするために使用します。

テスト スイートの作成

では、テスト ケースを組み合わせて一緒に実行したり、ステージングしたりすることができます。一緒に実行されるテ
スト ケースのコレクションは、テスト スイートという形態になります。

からテスト スイートを作成します。

以下の手順に従います。

1. メイン メニューから［ファイル］-［新規］-［スイート］を選択します。
スイート ドキュメント エディタが開きます。

2. ［ベース］タブで、スイートの基本情報を指定します。
この情報には、スイート名およびスイートのエントリが含まれます。

3. ［レポート］タブで、実行時に作成するレポートのタイプを指定します。
4. ［メトリック］タブで、実行時に記録するメトリックを指定します。
5. ［ドキュメント］タブで、スイートに関する説明を入力します。
6. メイン メニューから［ファイル］-［保存］を選択します。

 

 

テスト スイート エディタ

テスト スイートを作成する場合および既存のテスト スイートを開く場合には、テスト スイート エディタが開きます。

このページの特定のタブの詳細については、以下を参照してください。

### #### #### - #######

テスト スイート エディタの［ベース］タブには、テスト スイートに関する基本情報が含まれます。
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上部パネル

［ベース］タブの上部パネルには、テスト スイート全体に関する基本情報が含まれます。

また、スイートを設定するために、すべてのサブ タブでパラメータを入力する必要があります。

［基本］タブ

このタブには、以下のパラメータがあります。

• スイート名
スイートの名前。

• スタートアップ テスト/後処理テスト
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スイートが開始される前に実行されるスタートアップ テスト、およびスイートの完了後に実行される後処理テストを
指定できます。スタートアップ テストおよび後処理テストは、テストの統計には含まれません。これらのテストのイ
ベントは、レポートに表示されます。スタートアップ テストが失敗した場合、スイートのテストは続行されません。
スタートアップまたは後処理テストとして MAR 情報ファイルを使用できます。MAR 情報ファイルのプライマリ ア
セットはテスト ケースである必要があります。

• テストのリスト
スイートに現在含まれているテストのリストを示すダイアログ ボックス ウィンドウを表示します。スイートを保存す
ると、このリストが更新されます。

WARNING

テスト ケースをテスト スイートに追加する場合、テスト ケース内のテスト ステップのステップの名前に単
語「fail」が含まれていないことを確認してください。そうでない場合、テスト スイートでテストは失敗し
ます。

［デフォルト］タブ

このタブには、以下のパラメータがあります。

• ベース ディレクトリ
完全パスが含まれていない個々のテストのベース ディレクトリとされるディレクトリの名前。テストがほかの場所で
見つからない場合、 はこのディレクトリを確認します。ベース ディレクトリを指定しない場合、スイート ドキュメ
ントが保存されるときにデフォルトが作成されます。

• デフォルト ステージング ドキュメント
ステージング ドキュメントが個々のテストに対して指定されていない場合に使用されるステージング ドキュメント。

• デフォルト監査ドキュメント
監査ドキュメントが個々のテストに対して指定されていない場合に使用される監査ドキュメント。

• デフォルト コーディネータ サーバ
コーディネータ サーバが個々のテストに対して指定されていない場合に使用されるコーディネータ サーバ。プルダウ
ン メニューには、使用可能なコーディネータ サーバが表示されます。このパラメータは、 を実行している場合にの
み必要です。

［実行モード］タブ

このタブには、以下のパラメータがあります。

• シリアル
テストはスイート ドキュメントに出現する順に実行されます。この設定は、機能テストおよびレグレッション テスト
に使用されます。

• パラレル
テストは同時に実行されます。この設定は、負荷テストおよびパフォーマンス テストに使用されます。テストをすべ
て同時に実行できるように十分な仮想ユーザが存在する必要があります。

• テストの重複実行を許可
同じテストを 2 回以上実行するかどうかを選択します。含まれるスイート、ディレクトリ、またはディレクトリ ツ
リーに同じテストが表示される場合、テストを 1 つのスイートで重複実行できます。

親のスイートの実行モードは、子のスイートに自動的に適用されます。

下部パネル

［ベース］タブの下部パネルには、スイートおよび関連ドキュメントの詳細に追加できるドキュメントのタイプが表示さ
れます。

このパネルでは、個々のテスト、既存のスイート、テストが含まれるディレクトリおよびディレクトリ ツリーを追加し
てスイートを作成します。
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すべてのテストがスイート ドキュメントに追加および保存されると、スイートのエントリのリストが左側のパネルに表
示されます。

スイートのエントリは、以下のタイプから選択することによって個別に追加されます。選択内容によって、［エントリの
詳細］領域は異なります。

• タイプ
以下のいずれかのスイート エントリ タイプを選択します。
– MAR 情報： MAR 情報ファイルの名前。
– テスト ケース： テスト ケースの名前。
– スイート： スイート ドキュメントの名前。テストはすべてこのスイートから抽出され、個々のテストとして実行
されます。

– モデル アーカイブ： MAR ファイルの名前。
– ディレクトリ： スイートに含めるテストが保存されるディレクトリの名前。このディレクトリのすべてのテスト
には、同じステージング ドキュメント、監査ドキュメント、およびコーディネータ サーバが使用されます。新し
いテスト ケースがディレクトリに追加されると、そのテスト ケースはこのスイートに自動的に含められます。

– ディレクトリ ツリー： スイートに含めるテストが保存されるディレクトリの名前。 は、指定されたディレクトリ
とそのツリーのすべてのサブディレクトリを再帰的に検索します。このディレクトリ ツリーのすべてのテストに
は、同じステージング ドキュメント、監査ドキュメント、およびコーディネータ サーバが使用されます。新しい
テスト ケースがディレクトリ ツリーに追加されると、そのテスト ケースはこのスイートに自動的に含められま
す。

ディレクトリおよびディレクトリ ツリーについては、名前でテスト ケースをフィルタできます。結果を
フィルタするには、［ファイル正規表現フィルタ］フィールドに正規表現を入力します。ツールバーの［追
加］
をクリックし、新しいフィルタ情報を入力することにより、スイートに対して複数のフィルタを入力できます。また、プ
ロパティでフィルタを定義し、［ファイル正規表現フィルタ］フィールドでそのプロパティを使用できます。スイート
に含まれるテストを表示するには、［テストのリスト］ボタンを使用します。最新の結果を参照するために、忘れずにス
イートを保存します。

［アクティブ］チェック ボックスでは、選択したエントリを実行するかどうかを制御できます。たとえば、スイートの
いずれかのテスト ケースの［アクティブ］チェック ボックスをオフにできます。

スイートへのドキュメント タイプの追加

選択されているドキュメント タイプによって、エントリの詳細フィールドは異なります。

例として、MAR 情報ドキュメントを追加します。ディレクトリ ツリーに表示されているエントリの詳細が変更されま
す。

• MAR 情報
MAR 情報の名前。名前を入力するか、プルダウン メニューから選択するか、ファイルまたはディレクトリを参照し
ます。選択した後、［開く］をクリックしてそれぞれのファイルを開きます。

• ステージング ドキュメント
このエントリのステージング ドキュメントの名前。名前を入力するか、プルダウン メニューから選択するか、ドキュ
メントを参照しますこのエントリを空白のままにした場合は、デフォルトのステージング ドキュメントが使用されま
す。選択した後、［開く］をクリックしてステージング ドキュメントを開きます。このスイートで使用するステージ
ング ドキュメントを選択すると、ステージング ドキュメントの名前が［ステージング ドキュメント］フィールドの
下に表示されます。この名前は、ドキュメントの編集時にエディタ タブに表示される［ラン名］と同じです。

• 監査ドキュメント
このエントリの監査ドキュメントの名前。名前を入力するか、プルダウン メニューから選択するか、ドキュメントを
参照しますこのエントリを空白のままにした場合は、デフォルトの監査ドキュメントが使用されます。選択した後、
［開く］をクリックして監査ドキュメントを開きます。

• コーディネータ サーバ

 571



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

このエントリと一緒に使用するコーディネータ サーバの名前。プルダウン メニューに表示される使用可能なコーディ
ネータ サーバのリストから選択します。このパラメータは、 を実行している場合にのみ必要です。

ツールバーの［追加］

をクリックして、左側のパネルに表示されるリストにこのエントリを追加します。［削除］

をクリックすると、エントリを削除できます。［上に移動］

および［下に移動］

を使用すると、エントリを並べ替えることができます。

テストのエントリをすべて入力したら、テスト スイート ドキュメントを保存します。

### #### #### - ########

テスト スイート エディタの［レポート］タブでは、作成するテスト レポートおよびテスト スイート レベルでキャプ
チャするイベントを指定します。

各レポート ジェネレータで利用可能なレポート、レポートの表示、レポートの内容、および出力オプションの詳細につ
いては、「レポート」で説明しています。レポート用にキャプチャするメトリックについては、「メトリック」でより詳
細に説明しています。

［レポート］タブには以下のパネルが含まれます。

• レポート ジェネレータ
• 属性

レポート ジェネレータ

［レポート ジェネレータ］パネルには、選択されたレポートのリストが表示されます。
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レポートを追加するには、リスト パネルの下部の［追

加］をクリックし、［レポート］パネルの中央の［タイプ］プルダウン メニューからレポート タイプを選択します。

レポートを削除するには、リストからレポートを選択して、［削

除］をクリックします。

属性

［属性］パネルには、利用可能なレポート タイプのリストが表示されます。

以下のレポート タイプが利用可能です。

• デフォルトのレポート ジェネレータ
• XML レポート ジェネレータ

パラメータ

• すべてのイベントを記録
選択すると、すべてのイベントが記録されます。

• 設定/参照されたプロパティを記録
選択すると、設定または参照されたプロパティが記録されます。

• パフォーマンス メトリックを記録
選択すると、パフォーマンス メトリックが記録されます。この値を負荷テストに使用します。

• 要求/応答/スクリーンショットの記録
選択すると、要求、応答、およびスクリーン ショットが記録されます。

• テストが停止するまでの最大エラー数および失敗数
このエラー数および失敗数に達した場合、テストを停止します。

• 警告をエラーおよび失敗に含む
上記のパラメータは、警告をエラーおよび失敗の数に含めます。

### #### #### - #########

テスト スイート エディタの［メトリック］タブでは、記録するテスト メトリックを選択します。このタブでは、メト
リック収集のサンプリング仕様も設定します。

また、選択したメトリックに対して電子メール アラートを設定できます。
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［メトリック］タブは、2 つのセクションで構成されています。

上部パネルには、スイートに追加されるデフォルトのメトリックが表示されます。ツールバーの［追

加］をクリックすると、メトリックを追加できます。

下部パネルでは、2 つのスライダ バーを使用して以下のサンプリング パラメータを設定できます。

• サンプル レート： この値は、サンプルを収集する（メトリックの値を記録する）頻度を指定します。このパラメータ
は期間として指定します。これは、サンプル レートの逆数です。

• サンプル数（間隔あたり）： この値は、メトリックのサマリ値を計算する間隔を設定するために使用されるサンプル
数を指定します。

サンプル値を毎分取得（サンプル時間（間隔あたり） = 1 分）して、60 サンプルごとに平均（サンプル数（間隔あた
り） = 60）すると、メトリック値が毎分生成され、サマリ値（平均）が毎時間計算されます。

たとえば、デフォルトでは、サンプル レートは 1 秒でサンプル数（間隔あたり）は 10 （間隔は 10 秒）です。

メトリック値は、レポートに含めるために XML ファイルまたはデータベース テーブルに格納されます（「レポート」を
参照）。

メトリックの追加

以下のメトリック カテゴリを使用できます。

• DevTest 包括テスト メトリック
• DevTest テスト イベント メトリック
• JMX メトリック
• SNMP メトリック
• TIBCO Hawk メトリック
• Windows Perfmon メトリック
• SSH 経由の UNIX メトリック

メトリックを追加する方法

1. ツールバーの［追

加］をクリックします。
［メトリックの追加］ダイアログ ボックスが表示されます。

2. 目的のメトリックを選択し、［OK］をクリックします。
3. その他のカテゴリのメトリックを設定する場合は、この手順を繰り返します。

すべてのカテゴリのすべてのメトリックの説明、およびレポートに含めるようそれらを設定する方法の詳細については、
「メトリックの生成」を参照してください。

電子メール アラートの設定

以下の手順に従います。

1. メトリックに対応する［アラートの設定］ボタンをクリックします。
［アラートの編集］ダイアログ ボックスが表示されます。

2. メトリックの許容範囲（上限値および下限値）および電子メールで送信される詳細を設定できます。電子メール サー
バの名前および電子メール アドレスのリストを入力する必要があります。

3. ウィンドウの下部の［追加］および［削除］アイコンを使用して、電子メール アドレスを追加および削除します。
4. 完了したら、［閉じる］をクリックします。
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### #### #### - ##########

テスト スイート エディタの［ドキュメント］タブでは、関連するドキュメントを入力します。

モデル アーカイブ（MAR）の操作
主要な展開アーティファクトは、### ######MAR#という名前のファイル タイプです。 

MAR ファイルは、テスト ケース、スイート、仮想サービス、または CVS モニタの実行に必要とされるアーティファク
トのバンドルを有効にします。また、MAR ファイルは、アーティファクトをあるプロジェクトから別のプロジェクトへ
移動させることを容易にします。

MAR は、 から、または Make Mar コマンドライン ユーティリティを使用して設定できます。

ファイル拡張子は .mar です。

MAR ファイルには、以下のアイテムが含まれます。

• プライマリ アセット
• プライマリ アセットを実行するために必要なすべてのセカンダリ ファイル
• 情報ファイル
• 監査ファイル

MAR ファイルはプロジェクト内のファイルから作成されます。MAR ファイルが作成された後は、プロジェクトには依存
しません。

MAR のコンテンツ

MAR ファイルには、以下のいずれかのプライマリ アセットが含まれます。
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• テスト ケース
• スイート
• 仮想サービス
• テスト ケース モニタ
• スイート モニタ

また、MAR ファイルには、プライマリ アセットに必要なすべてのセカンダリ ファイルが含まれます。

たとえば、プライマリ アセットが仮想サービス モデルである場合、MAR ファイルにはサービス イメージが含まれま
す。

MAR ファイルには、データ駆動型の仮想サービス用のデータ セットを含めることができます。

さらに、MAR ファイルには以下のファイルが含まれます。

• MAR 情報ファイル
• MAR 監査ファイル

MAR ファイルが最適化されるように指定することができます。MAR ファイルが作成される際には、必要なプロジェク
ト ファイルのみが追加されます。ただし、必要ではないプロジェクト ファイルがいくつか含まれる最適化された MAR
ファイルを設定することもできます。

MAR ファイルを最適化しない場合は、すべてのプロジェクト ファイルが追加されます。

NOTE
アーカイブは通常、メモリ内に保持されます。そのため、最適化されたアーカイブを使用することを強くお勧
めします。

MAR 情報ファイル

MAR 情報ファイルには、MAR を作成するために必要な情報が含まれます。ファイル拡張子は .mari です。

MAR 情報ファイルで指定される情報は、プライマリ アセットのタイプによって異なります。

プライマリ アセット 指定される情報
テスト ケース テスト ケース、設定ファイル、およびステージング ドキュメン

ト
スイート スイートおよび設定ファイル
仮想サービス 仮想サービス モデル、設定ファイル、同時実行数、反応時間ス

ケール、および自動再起動フラグ
テスト ケース モニタ テスト ケースに指定されたすべての情報、サービス名、通知電子

メール、優先度、および実行スケジュール
スイート モニタ スイートに指定されたすべての情報、サービス名、通知電子メー

ル、優先度、および実行スケジュール

ステージングや展開に関連するオプションを使用する場合は、MAR 情報ファイルは作成されますが保存されません。

MAR 監査ファイル

MAR 監査ファイルには、MAR の作成に関するメタデータが含まれています。ファイル拡張子は .maraudit です。

MAR 監査ファイルには、以下のメタデータが含まれています。

• MAR が作成された日時。
• MAR が作成されたコンピュータの名前。
• MAR が作成されたプロジェクトのルート ディレクトリ。
• MAR を作成したユーザの名前。
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明示的および暗黙的な MAR の作成

MAR を作成するには、以下の 2 つの方法があります。

• 明示的
• 暗黙的

アセットを展開するために Web ベースのダッシュボードまたはコマンドライン ユーティリティを使用するには、MAR
を明示的に作成する必要があります。例外はテスト ランナー コマンドライン ユーティリティです。これは、MAR に
パッケージ化されていないテスト ケースやスイートを実行するために使用できます。

からテスト ケースのステージング、スイートのステージング、仮想サービスの展開、テスト ケースのモニタとしての展
開、またはスイートのモニタとしての展開を行う場合は、暗黙的な方法を使用します。

明示的な MAR の作成

明示的な方法では、MAR 情報ファイルを作成するステップを実行します。その後、MAR を作成するためにそれを使用し
ます。

以下の手順に従います。

1. 実行するプライマリ アセットを指定します。
2. MAR 情報ファイルを作成します。
3. MAR を作成します。

暗黙的な MAR の作成

暗黙的な方法では、MAR 情報ファイルと MAR の両方が自動的に作成されます。

以下の手順に従います。

1. 実行するプライマリ アセットを指定します。
2. から、またはテスト ランナーを使用して、以下のいずれかのアクションを実行します。

– テスト ケースのステージング
– スイートのステージング
– 仮想サービスの展開
– モニタとしてのテスト ケースの展開
– モニタとしてのスイートの展開

MAR 情報ファイルの作成

MAR 情報ファイルは、既存のテスト ケース、スイート、または仮想サービスから作成できます。

既存のテスト ケースから MAR 情報ファイルを作成する方法

1. の［プロジェクト］パネルで、テスト ケースを右クリックして、［MAR 情報ファイルの作成］を選択します。
［MAR 情報ファイルの作成］ダイアログ ボックスが表示されます。

2. MAR 情報ファイルの名前を［名前］フィールドに入力します。
3. ［設定］フィールド リストから、このテスト ケースの設定ファイルを選択します。
4. ［ステージング ドキュメント］フィールド リストから、このテスト ケースのステージング ドキュメントを選択しま
す。

5. ［コーディネータ サーバ］フィールド リストから、このテスト ケースのコーディネータ サーバ（該当する場合）を
選択します。

6. ［OK］をクリックします。
.mari ファイルはテスト ケースが配置されている同じフォルダに作成されます。
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既存のスイートから MAR 情報ファイルを作成する方法

1. の［プロジェクト］パネルで、スイートを右クリックして、［MAR 情報ファイルの作成］を選択します。
［MAR 情報ファイルの作成］ダイアログ ボックスが表示されます。

2. MAR 情報ファイルの名前を［名前］フィールドに入力します。
3. ［設定］フィールド リストから、このスイートの設定ファイルを選択します。
4. ［OK］をクリックします。

.mari ファイルはスイートが配置されている同じフォルダに作成されます。

既存の仮想サービスから MAR 情報ファイルを作成する方法

1. の［プロジェクト］パネルで、仮想サービスを右クリックして、［MAR 情報ファイルの作成］を選択します。
［MAR 情報ファイルの作成］ダイアログ ボックスが表示されます。

2. MAR 情報ファイルの名前を［名前］フィールドに入力します。
3. ［設定］フィールド リストから、この仮想サービスの設定ファイルを選択します。
4. この仮想サービスを仮想サービス グループに含める場合は、［グループ タグ］フィールドにグループ名を入力し
ます。グループ タグは英数字で始まる必要があり、英数字およびピリオド（.）、ダッシュ（-）、アンダースコア
（_）、ドル記号（$）の 4 つのその他の文字を含めることができます。

5. 負荷容量を指定するには、［同時実行数］フィールドに数値を入力します。
デフォルト値は 1 ですが、より多くの容量を指定するために数値を増加させることもできます。容量は、同時に何人
の仮想ユーザ（インスタンス）が仮想サービス モデルで実行できるかを意味します。ここでの容量は、このサービス
モデルに対する要求を処理するスレッドの数を表します。

6. ［反応時間スケール］フィールドに反応時間のパーセンテージ（記録される反応時間に対応）を入力します。
反応時間を 2 倍にするには、「200」と入力します。反応時間を半分にするには、「50」と入力します。デフォルト
値は 100 です。

7. ［展開時にサービスを開始する］チェック ボックスをオンまたはオフにします。
このチェック ボックスは、展開時にサービスがすぐに開始されるかどうかを指定します。デフォルトではサービスが
開始されます。

8. ［サービスが終了した場合、自動的に再起動する］チェック ボックスをオンまたはオフにします。
このチェック ボックスをオンにすると、エミュレーション セッションがそのエンド ポイントに到達した後もサービ
スの実行が継続されます。

9. ［OK］をクリックします。
.mari ファイルは仮想サービスが配置されている同じフォルダに作成されます。

モニタ MAR 情報ファイルの作成

モニタ MAR 情報ファイルは、既存のテスト ケースまたはスイートから作成できます。

モニタの詳細については、「CVS （継続的検証サービス） v9.5 でのモニタ」を参照してください。

以下の手順に従います。

1. の［プロジェクト］パネルで、テスト ケースまたはスイートを右クリックして、［モニタ MAR 情報ファイルの作
成］を選択します。
［モニタ MAR 情報ファイルの作成］ダイアログ ボックスが表示されます。

2. MAR 情報ファイルの名前を［名前］フィールドに入力します。
3. ［モニタ情報］タブに関係するモニタ情報を指定します。
4. ［スケジュール］タブに関係するタイム スケジュール情報を指定します。
5. （テスト ケース）［テスト ケース情報］タブに関係するテスト ケース情報を指定します。
6. （スイート）［スイート情報］タブに関係するスイート情報を指定します。
7. ［OK］をクリックします。

.mari ファイルは、テスト ケースまたはスイートが配置されている同じフォルダに作成されます。
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［モニタ情報］タブ

以下のフィールドに入力します。

• サービス名
サービスの名前。この名前は CVS ダッシュボードに表示されます。

• 電子メール通知
通知する電子メール アドレス。

TIP

複数の電子メール アドレスに電子メールを送信するには、このフィールドに配布リストの電子メール アド
レスを入力します。

• 優先度
優先度を［高］、［中高］、［中］、［中低］、または［低］に設定します。

［スケジュール］タブ

以下のフィールドに入力します。

• 開始
モニタを開始する日時。時刻の値には、24 時間形式を使用します。

• 停止
モニタを停止する日時。時刻の値には、24 時間形式を使用します。停止日時は、開始日時より後にする必要がありま
す。
モニタを実行する頻度。選択内容に応じて、追加のオプションが表示されます。
– 1 回： モニタが開始日時に 1 回実行されます。
– 間隔： 頻度を分単位で入力します。モニタは NN 分ごとに実行されます。ただし、前の実行が完了していない場
合、CVS は実行をスキップし、次にスケジュールされた刻に再試行します。CVS は開始されたモニタを中断しま
せん。

– 日単位： モニタは、開始時刻に指定された時間に 1 日 1 回実行されます。
– 週単位： 曜日を 1 つ以上選択します。モニタは、選択された各曜日の開始時刻に指定された時間に 1 回実行され
ます。

– 月単位： 月の日付を 1 つ以上入力します。複数の日付を入力する場合は、それぞれをスペースで区切ります。た
とえば、「1 15 30」と入力します。特定の月に存在しない日付（31 日など）を指定すると、その月のその日は無
視されます。モニタは、各日付の開始時刻に指定された時間に 1 回実行されます。

– CRON： 標準の cron の指定を入力します。cron は、時間間隔を指定するための標準の UNIX 構文です。実行スケ
ジュールを指定する場合には、これが最も柔軟性の高い方法になります。

［テスト ケース情報］タブ

以下のフィールドに入力します。

• 設定
設定の名前。このフィールドを空白にすると、テスト ケース内の有効な設定が使用されます。

• ステージング ドキュメント
ステージング ドキュメントの名前。

• コーディネータ サーバ
コーディネータ サーバの名前。

［スイート情報］タブ

以下のフィールドに入力します。

• 設定
設定の名前。
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MAR 情報ファイルの編集

MAR 情報エディタでは、MAR 情報ファイルの作成時に指定された情報を変更できます。

このエディタには、最適化用チェック ボックスがあります。デフォルトでは、このチェックボックスはオンになってい
ます。MAR ファイルが作成される際には、プライマリ アセットで必要なプロジェクト ファイルだけが追加されます。
ただし、このエディタでは、必要ではないプロジェクト ファイルがいくつか含まれる最適化された MAR ファイルを指
定できます。

最適化用チェック ボックスをオフにすると、すべてのプロジェクト ファイルが MAR ファイルに追加されます。

MAR 情報ファイルを編集する方法

1. の［プロジェクト］パネルで、MAR 情報ファイルをダブルクリックします。
エディタが開きます。
上部の領域で編集できる情報は、MAR 情報ファイルのタイプによって異なります。

2. ［メモ］領域に、MAR 情報ファイルに関する注意事項を入力します。
3. 最適化用チェック ボックスをオンまたはオフにします。

MAR にすべてのプロジェクト ファイルを含める場合は、最適化用チェック ボックスをオフにします。［含めるファ
イル］および［除外するファイル］領域は無効になります。

NOTE
アーカイブは通常、メモリ内に保持されます。そのため、最適化されたアーカイブを使用することを強くお
勧めします。このチェック ボックスはデフォルトでオンになっています。

4. MAR に必要でないプロジェクト ファイルを含める場合は、そのファイルを［含めるファイル］領域に移動させま
す。
［含めるファイル］領域には、必要なプロジェクト ファイルのリストが表示されます。［除外するファイル］領域に
は、必要でないプロジェクト ファイルのリストが表示されます。

5. メイン メニューから［ファイル］-［保存］を選択します。

MAR の作成

MAR 情報ファイルを作成および編集した後、このファイルを使用してモデル アーカイブ（MAR）を作成することができ
ます。

MAR はプロジェクト ディレクトリの内部または外部に保存できます。

以下の手順に従います。

1. の［プロジェクト］パネルで、MAR 情報ファイルを右クリックして［モデル アーカイブの構築］を選択します。
［モデル アーカイブの構築］ダイアログ ボックスが表示されます。

2. MAR を保存するフォルダに移動します。
3. ［Save］をクリックします。

CVS に展開

モニタ MAR 情報ファイルを CVS に展開できます。

以下の手順に従います。

1. のプロジェクト パネルで、.mari ファイルを右クリックして［CVS に展開］を選択します。
確認メッセージが表示されます。
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2. 新しく追加されたモニタを確認するには、CVS ダッシュボードに移動します。

Make Mar ユーティリティ

Make Mar コマンドライン ユーティリティを使用すると、MAR 情報ファイル（スタンドアロンまたはアーカイブ内）の
コンテンツを表示したり、MAR 情報ファイルからモデル アーカイブ ファイルを作成したりすることができます。

このユーティリティは、LISA_HOME\bin ディレクトリにあります。

オプション

各オプションには、短いバージョンと長いバージョンがあります。短いバージョンは、1 つのダッシュから始まります。
長いバージョンは、2 つのダッシュから始まります。

• -h、--help
ヘルプ テキストを表示します。

• -s ファイル名、--show=ファイル名
MAR 情報ファイルのコンテンツを表示します。
ファイル名が MAR 情報ファイルを指している場合は、そのファイルが表示されます。ファイル名がアーカイブを指
している場合は、監査と情報の両方のエントリが表示されます。

• -c、--create
MAR 情報ファイルから 1 つ以上のモデル アーカイブを作成します。
アーカイブを作成するための MAR 情報ファイルの名前を指定するには、--marinfo 引数を使用します。
作成するアーカイブの名前を指定するには、--archive 引数を使用します。
--source-dir 引数を使用すると、--marinfo 引数はディレクトリ ツリー全体で検索するための名前パターンとして使用
されます。この場合、作成したアーカイブを保存する場所を指定するために --target-dir 引数を使用する必要がありま
す。このコマンドには、作成するアーカイブに自動的に名前を付ける機能もあります。

• -m MAR 情報ファイル名、--marinfo=MAR 情報ファイル名
読み取る MAR 情報ファイルの名前（--source-dir 引数を使用しない場合）、または検索する MAR 情報ファイルの名
前パターン（--source-dir 引数を使用する場合）を指定するパラメータ。後者の場合、指定しなかった場合にはデフォ
ルトで .mari になります。

• -s ディレクトリ、--source-dir=ディレクトリ
アーカイブを作成する元となる MAR 情報ファイルをツールが検索するディレクトリを指定します。--marinfo 引数で
指定したパターンに一致するファイルが、ディレクトリ ツリー全体で検索されます。

• -t 出力ディレクトリ、--target-dir=出力ディレクトリ
アーカイブが書き込まれるディレクトリを指定します。
この引数を使用する場合、作成されるアーカイブには、ファイルが上書きされないように MAR 情報ファイルの名前
と数値のサフィックスに基づいて名前が自動的に付けられます。

• -a アーカイブ ファイル、--archive=アーカイブ ファイル
作成するアーカイブ ファイルの名前を指定します。
この引数を使用する場合は、--marinfo 引数で既存の MAR 情報ファイルを 1 つ指定する必要があります。--source-dir
引数および --target-dir 引数は使用できません。

• --version
バージョン番号を出力します。

例

以下の例では、MAR 情報ファイルのコンテンツを表示します。

MakeMar --show=C:\Lisa\examples\MARInfos\AllTestsSuite.mari 

以下の例では、rawSoap.mar という名前のモデル アーカイブを作成します。
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MakeMar --create --marinfo=C:\Lisa\examples\MARInfos\rawSoap.mari --archive=rawSoap.mar 

以下の例では、examples\MARInfos ディレクトリにある各 MAR 情報ファイル用のモデル アーカイブを作成します。こ
のコマンドを実行する前に、保存先ディレクトリ examples\MARs が存在している必要があります。

MakeMar --create --source-dir=examples\MARInfos --target-dir=examples\MARs 

テスト ケースおよびスイートの実行
テスト ケースを実行するための多数のオプションがあります。

• では、対話型テスト ラン（ITR）ユーティリティを使用して、テスト ケースのステップ全体を検証することができま
す。

• では、テスト ケースの特定のステップまで最小限の設定でテスト ケースを迅速に実行できます。
• では、最小限の設定でテスト ケースを迅速に実行できます。
• では、テスト ケースのステージングを行うことができます。このオプションを使用するには、設定、ステージング
ドキュメント、およびコーディネータ サーバを指定する必要があります。同じテスト ケースと別のステージング ド
キュメントを使用して、別のテストを実行することもよくあります。機能テスト、レグレッション テスト、負荷テス
トごとに別々のテスト ケースを作成する必要はありません。その代わりに、同じテスト ケースを使用する別々のス
テージング ドキュメントを用意します。

• テスト ランナーは、テストをバッチ プロセスとして実行できるコマンドライン ユーティリティです。
• LISA Invoke は、テスト ケースおよびスイートを URL で実行できる、REST のような Web アプリケーションです。
• 継続的検証サービス（CVS）を使用すると、テストを一定の時間間隔で実行されるようスケジュールできます。
• Ant および JUnit を使用すると、テストを自動的なビルド プロセスの一部として実行できます。
• DevTest ポータルからテストを実行することができます。

NOTE

詳細情報：

• 対話型テスト ラン（ITR）ユーティリティの使用
• クイック テストのステージング
• テスト ケースのステージング
• テスト スイートの実行
• 負荷テストの判定
• テスト ランナー
• LISA Invoke
• REST 呼び出し API
• DevTest ALM プラグインの使用
• HTTP および SSL デバッグ ビューア
• テスト アーティファクトの管理

対話型テスト ラン（ITR）ユーティリティ

対話型テスト ラン（ITR）ユーティリティでは、テスト ケースのステップ全体を検証することができます。このユー
ティリティを使用すると、テスト ケースをステージングする前に、テスト ケースが正しく実行されることを検証できま
す。ITR は、テスト ケース ドキュメントをロードするのではなく、メモリにあるテストを実行します。テスト ケースに
リアルタイムで変更を加えて、テストのプロパティやワークフローを変更することができます。
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たとえば、自然なワークフロー シーケンスから特定のテスト ステップを実行することができます。テストの実行中に
行ったリアルタイムの変更は、テスト ケースへ組み込まれます。テスト ケースの実行は続行され、再起動は必要ありま
せん。例外はアクティブな設定を変更するようなグローバルな変更です。あるステップを実行し、予期しない結果が得ら
れたときには（不正なパラメータが原因の場合など）、ITR を開いたままでステップを編集できます。その後 ITR に戻
り、再度同じステップを実行できます。

ITR では現在の ITR の状態を保存することができます。また、以前に保存した ITR の状態をロードすることもできま
す。この機能により、状況に応じてチームの別のメンバにエラーを伝えることができます。テスト ケースおよび保存さ
れた ITR の状態を送信して、正確なアクションや観察した結果を提供することができます。

NOTE

詳細情報：

• ITR の実行の開始
• ITR の実行結果の確認
• グラフィカル テキスト差分ユーティリティ

ITR の実行の開始

対話型テスト ラン（ITR）ユーティリティは、 内の開いているテスト ケースから実行します。

以下の手順に従います。

1. 以下のいずれかを実行します。
– メイン メニューから［アクション］-［対話型テスト ラン（ITR）の開始］を選択します。
– ツールバー

の
［ITR］

を
クリックします。このアイコンには、新しい ITR の実行を開始するか、以前の ITR の実行を開くかのオプション
があります。

［対話型テスト ラン（ITR）］ウィンドウが表示されます。
2. （オプション）設定を変更するには、［設定］タブを使用します。
3. テスト ケースの全体または一部を実行するには、［実行］タブを使用します。

ITR の［実行］タブ

ITR ウィンドウの［実行］タブには、すでに実行されたステップ（灰色）と次に実行されるステップ（緑）が表示されま
す。

以下の図では、最初の 2 つのステップ（ユーザの追加および Get User （ユーザの取得））がすでに実行されていま
す。3 つ目のステップ（Verify User Added （追加されたユーザの検証））が次に実行されるステップです。
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各ステップにはプルダウン メニューがあり、これにはテスト ケース内のすべてのステップが表示されます。このメ
ニューを使用して、次に実行されるステップを変更できます。ステップを選択すると、現在の次のステップが選択したス
テップに置き換えられます。ステップを変更した後、ワークフローは新しいステップから続行されます。

ITR の管理は、［実行］タブの下部にあるツールバーを使用して行います。

テスト ケースの次のステップを実行します。ステップが実行され
た後に、右側のパネルで結果を確認できます。再度アイコンをク
リックしてリストされている次のステップを実行するか、先に説
明したように実行する別のステップを選択します。

テスト ケースのステップをすべて実行します。テストが実行され
ている間、アイコンは［停止］アイコンに変わります。［停止］
アイコンをクリックすると、テストを停止させることができま
す。最後のステップが実行されると、ダイアログ ボックスにテス
トが完了したことが表示されます。
テストを再度開始します。この機能は、テスト ケースを変更して
最初から実行する場合に便利です。

現在の ITR の状態を保存します。ダイアログ ボックスで保存ファ
イルの名前を入力します。サフィックス .itr が名前に付加されま
す。この後の保存では、このファイルに上書きします。

保存されている ITR をロードします。ロードする .itr ファイルを
参照します。保存されている ITR の状態には、タブに表示される
情報と、実行されたすべてのテストからキャプチャされる情報が
含まれます。保存されている状態を使用するには、まず元のテス
トが実行されたときに使用したテスト ケースを開きます。
プロパティを追加または確認するには、プロパティ ウォッチ
ウィンドウを開きます。
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ITR の［設定］タブ

［設定］タブでは、ITR のさまざまな面を制御できます。

結果のタブからイベントおよびプロパティをフィルタできます。いくつかの冗長なイベントを表示しないようにすること
ができます。同様に、プロパティ リストに DevTest の内部プロパティが多数表示されないようにすることもできます。

• コール結果を表示
［テスト イベント］リストに EVENT_CALL_RESULT イベントを表示します。

• ノードレスポンスを表示
［テスト イベント］リストに EVENT_NODERESPONSE イベントを表示します。

• 内部プロパティを表示
［初期状態］タブおよび［実行後の状態］タブのプロパティ リストに内部イベントをすべて表示します。

• 自動実行の自動クリーンアップ
自動実行を自動的にクリーンアップします。

• 自動実行遅延（秒）
［自動的にテストを実行］モードでは、各ステップの実行の間で ITR が一時停止します。この設定により、一時停止
の間隔を変更できます。ITR では反応時間が考慮されないため、この設定によって各ステップの実行の間に一定の遅
延を加えることができます。

• CAI の有効化
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Application Insight が有効かどうかを制御します。
デフォルト： false

ITR の実行結果の確認

テスト ステップの実行結果は、実行中、2 つのステップ間、または実行後に確認できます。

［実行履歴］リストでステップを選択します。右側のパネルで情報を確認します。以下のタブがあります。

［応答］タブ

［応答］タブには、ステップを実行した後のステップ応答が表示されます。

その表示には、応答のタイプに適したエディタが使用されます。たとえば、multi-tier-combo テスト ケースのユーザの追
加ステップでは、HTML/XML 応答が呼び出されます。

  

multi-tier-combo テスト ケースの Get User （ユーザの取得）ステップでは、複合オブジェクト エディタに表示されるオ
ブジェクトを返す EJB が呼び出されます。

 587

https://wiki.ca.com/pages/viewpage.action?pageId=159580205


 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

  

一部のエディタには、ITR の状態を保存するアイコン

と、外部のブラウザを起動するアイコン

があります。

アイコン
注： 応答が XML で 5 MB より大きい場合は、DOM ビューのないプレーン テキストで表示されます。この制限は
gui.viewxml.maxResponseSize プロパティで調節できます。

［プロパティ］タブ

［プロパティ］タブには、実行後（値）と、実行直前（前の値）のステップの状態が表示されます。

DevTest の内部プロパティを表示または非表示にするには、［設定］タブの［内部プロパティを表示］チェック ボック
スをオンまたはオフにします。
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ステップで設定されたプロパティは緑で強調表示されます。ステップで変更されたプロパティは黄色で強調表示されま
す。

［テスト イベント］タブ

［テスト イベント］タブには、ステップが実行されたときに起動されたイベントが、起動された順に表示されます。

イベントを表示または非表示にするには、［設定］タブの［コール結果を表示］および［ノードレスポンスを表
示］チェック ボックスをオンまたはオフにします。
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［テスト イベント］タブには、以下の列があります。

• イベント ID
イベントの名前。

• タイムスタンプ
イベントの日時。

• 概要
イベントの簡単な説明。

• 詳細
イベントの詳細な説明。詳細な説明は切り詰めて表示することができます。テキスト全体を表示するには、セルをク
リックします。［詳細フィールド］パネルに全体の内容が表示されます。

［詳細フィールド］には、イベントの詳細または全体的な説明を入力できます。

イベントは、起動または評価されるすべてのアサーションに対して生成されます。

警告が発生した場合は、行は黄色で表示されます。

アサーションが起動された場合は、行は紫で表示されます。

プロパティが設定された場合は、行はオレンジで表示されます。

エラーが発生した場合は、テストは失敗となるか、または中止され、行は赤で表示されます。

NOTE
ステップでアサーションが含まれるサブプロセスがコールされると、［テスト イベント］タブにはアサーショ
ンに対応するイベントが表示されます。たとえば、［テスト イベント］タブには、サブプロセスで発生した
［アサーションの起動］イベントを表示できます。
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グラフィカル テキスト差分ユーティリティ

グラフィカル XML 差分エンジンおよびビジュアライザを使用すると、XML ファイルを比較し、その差分をグラフィカル
に表示できます。

グラフィカル テキスト差分ユーティリティの起動

以下の手順に従います。

1. メイン メニューから［アクション］-［グラフィカル テキスト差分］を選択します。
［グラフィカル テキスト差分］ウィンドウが表示されます。このパネルでは、2 つの XML ファイルの内容を比較で
きます。

2. ［比

較
］
をクリックして、比較を開始します。
以下のウィンドウが表示され、実際の比較結果が表示されます。［差分ビューア］タブに比較が表示されます。
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対話型テスト ラン（ITR）ユーティリティからグラフィカル テキスト差分ユーティリティを起動する方法

1. ITR で［テスト イベント］タブを選択します。
2. テーブルの行を右クリックし、［比較する左テキストの選択］を選択します。
3. 比較するテーブルの行を右クリックし、［～と比較］を選択します。
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比較のためにグラフィカル テキスト差分ユーティリティが表示されます。

 

グラフィカル テキスト差分ユーティリティでは、ファイルを選択してコンテンツをロードすることもできます。

以下の手順に従います。

1. ［グラフィカル テキスト差分］ウィンドウの［コンテンツの選択］タブをクリックします。
2. ファイルをロードするには、［ファイルからロード］をクリックします。
差分の結果がグローバル トレイ パネル コンポーネントに表示されます。

NOTE
［設定］タブで比較オプションを設定することもできます。比較オプションの詳細については、「グラフィカ
ル XML 比較」を参照してください。

グラフィカル テキスト差分ユーティリティのプロパティ

グラフィカル XML 差分ユーティリティでは、以下のプロパティを使用します。これらのプロパティは local.properties
で上書き、または実行時に上書きすることができます。

• lisa.graphical.xml.diff.engine.max.differences
このプロパティでは、検出される差分の最大数を設定します。この数に達すると、XML 差分アルゴリズムは停止しま
す。「-1」に設定すると、すべての差分が計算されます。差分の数が多いと、この設定によって XML 差分アルゴリズ
ムが早く終了してしまうことがあります。
デフォルト： 100

• lisa.graphical.xml.diff.report.max.linewidth
このプロパティでは、XML 差分結果レポートのテキスト行の最大幅を設定します。入力された XML に長いテキスト
行がある場合は、このプロパティによって XML 差分結果レポートで消費するメモリを少なくすることができます。
デフォルト： 80

• lisa.graphical.xml.diff.report.max.numberoflines
このプロパティでは、XML 差分結果レポートの差分のコンテキスト行の最大数を設定します。比較している XML に
大きな差分エレメントがある場合は、このプロパティによって XML 差分結果レポートで消費するメモリを少なくす
ることができます。
デフォルト： 5

NOTE
ほとんどの場合は、これらの値を変更するべきではありません。これらのプロパティのデフォルト値を変更す
ると、グラフィカル XML 差分エンジンで CPU 使用量が増えたり、メモリが使い果たされたり、あるいはその
両方が生じるおそれがあります。

クイック テストのステージング

では、最小限の設定でテスト ケースを迅速に実行できます。クイック テストは、テスト ケース ドキュメントをロード
するのではなく、メモリにあるテストを実行します。クイック テストでは、シンプルな事前作成済みのステージング仕
様と少数のオプションを使用します。このテストのインスタンスは最小限であるため、ステージングや実行が容易です。
ただし、正式なテスト ケースのようにステージング ドキュメントを使用してステージングするテストに比べると、多く
の機能は備わっていません。クイック テストでは、イベントやメトリックを選択およびモニタし、標準的なパフォーマ
ンス レポートを確認できます。

以下の手順に従います。

1. でテスト ケースを開きます。
2. メイン メニューから［アクション］-［クイック テストのステージング］を選択します。
［クイック テストのステージング］ダイアログ ボックスが表示されます。
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レジストリに接続しているコーディネータやシミュレータがあれば、接続しているコーディネータ サーバやシミュ
レータ サーバが表示されます。

3. 以下のパラメータを指定します。
– ラン名
クイック テストの名前。

– インスタンス数
使用される同時ユーザ（インスタンス）の数。ご使用のライセンスは、指定できるユーザの最大数を決定します。

– インスタンスのステージング先
テストがステージングされるコーディネータ サーバの名前。

– テストが終了したら再起動する
手動で停止するまでテストを継続して実行する場合は、このチェック ボックスをオンにします。

4. ［OK］をクリックします。
テスト モニタ ウィンドウが表示されます。

テスト モニタ ウィンドウ - クイック テスト

クイック テストをステージングすると、 にテスト モニタ ウィンドウが表示されます。クイック テスト用のテスト モニ
タ ウィンドウは、テスト ケース用のテスト モニタ ウィンドウと同様です。

最初にテストをステージングします。まだテストの実行は開始されていません。

テストの実行時にモニタするメトリックおよびイベントを選択できます。

テスト モニタは、以下の 2 つのタブで構成されています。

• ［パフォーマンス統計］タブには、収集されたメトリックが時間の関数として表示されます。テストを開始した後
は、この表示を変更できません。

• ［イベント］タブには、テストの実行時に記録されたイベントが表示されます。

テスト ケースを実行し、テストが失敗した場合は、［失敗］という 3 つ目のタブが表示されます。

ベースライン テスト ケースを実行する場合は、［統合ベースライン］タブも表示されます。詳細については、
「Application Insight の使用」を参照してください。

local.properties ファイルに lisa.coord.failure.list.size プロパティを追加することで、失敗イベントのサイズを制限で
きます。

############# - #### ###

［パフォーマンス統計］タブでは、テストの実行時にモニタするメトリックおよびイベントを追加できます。
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［パフォーマンス統計］タブは以下のパネルで構成されています。

• テスト メトリック ステータス
• 現在の間隔メトリック
• サマリ間隔グラフ

テスト メトリック ステータス

［テスト メトリック ステータス］パネルには、現在モニタされているメトリックのリストが表示されます。

いくつかのメトリックはデフォルトで表示されています。メトリックは識別しやすくするために色分けされています。

［追加］
を

クリックすると、メトリックを追加できます。プルダウン メニューには、追加できるメトリックのカテゴリがすべて表
示されます。

［テスト メトリック ステータス］パネルには、以下の列があります。

• 色
グラフで使用される色分けされたコード。

• 名前
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メトリックの名前。短い名前を使用してメトリックをフィルタしている場合、［名前］フィールドには、スラッシュ
の後に短い名前が表示されます。アスタリスクは、メトリックのイベント名のみを使用していることを意味します。

• 現在のスケール
グラフで使用される縦方向のスケール。任意のメトリックの［現在の間隔メトリック］グラフのグラフ スケールを調
節できます。［現在のスケール］セルをダブルクリックしてドロップダウン リストから新しい値を選択することによ
り、スケールを調節します。［現在の間隔メトリック］グラフで、メトリックのスケールが変更されます。

NOTE
［現在のスケール］のデフォルト設定は、自動スケールの 100 です。（）内の数値は、自動スケールが同じ
0 ～100 のグラフにデータをすべて対応させるために決定したスケールの値を示します。この値とスケール
を乗算したものがグラフの Y 座標になります。スケールを変更しても現在の値は変わりません。ただし、グ
ラフで使用される Y 座標を決定する計算では、異なる Y 座標が算出される場合があります。座標が 100 を
超えている場合は、より大きな値に対応できるように Y 軸の制限も増加させる必要があります。

• 現在の値
メトリックの現在の値。

メトリックの詳細については、「メトリックの生成」を参照してください。

現在の間隔メトリック

［テスト メトリック ステータス］パネルの各メトリックに対して、［現在の間隔メトリック］パネルに実行時の指定さ
れた時間間隔での値が表示されます。

時間間隔を指定するには、パネルの下部にあるスライダを使用します。実行が開始された後は、値は調節できません。

サマリ間隔グラフ

［サマリ間隔グラフ］パネルには、［テスト メトリック ステータス］パネルの各メトリックの値を指定された時間間隔
で平均したものが表示されます。

時間間隔あたりのサンプル数を指定するには、パネルの下部にあるスライダを使用します。実行が開始された後は、値は
調節できません。

######## - #### ###

［イベント］タブには、実行時に生成されるイベントが表示されます。

［イベント］タブは以下のパネルで構成されています。

• フィルタで除外するイベント
• シミュレータ
• テスト イベント
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フィルタで除外するイベント

［フィルタで除外するイベント］パネルでは、実行時に表示されるイベントを制限することができます。このパネルに
は、イベントのリストが表示されます。イベントに対するチェック ボックスをオンにすると、そのイベントは実行時に
表示されなくなります。

このパネルにはドロップダウン リストがあります。このオプションでは、事前定義済みのイベントのセットを含めてす
べてのイベントをフィルタしないか、またはすべてのイベントをフィルタすることを指定できます。オプションは以下の
とおりです。

• フィルタなし
• 簡易イベント セット
• 共通イベント セット
• 詳細イベント セット
• テスト セットのロード
• カスタム イベント セット
• すべてのイベントをフィルタ
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NOTE
負荷テストでは、これらの UI エレメントは無効になります。 が決定するテスト ケースが負荷テストである場
合は、個別のステップ応答などを送信するテストを変更できません。基本的なイベント以外を送信すると、負
荷テストの値が低下します。

シミュレータ

［シミュレータ］パネルには、使用中のシミュレータのステータスが表示されます。

テスト イベント

［テスト イベント］パネルには、イベントが表示されます。最新のイベントが最上部に表示されます。最も古いイベン
トが最下部に表示されます。

パネルの下部にある［自動リフレッシュ］チェック ボックスをオンにすると、イベントがリアルタイムでリスト表示さ
れます。［自動リフレッシュ］ボックスをオフにした場合には、［リフレッシュ］アイコンをクリックして、リストを手
動でリフレッシュできます。フィルタされていないイベントのみが表示されます。

各イベントに対して、以下の情報が表示されます。

• タイムスタンプ
イベントの時刻

• イベント
イベントの名前

• シミュレータ
イベントが生成されたシミュレータの名前。

• インスタンス
インスタンス ID および実行番号（スラッシュ区切り）

• 概要
イベントの概要

• 詳細
イベントの詳細（使用可能な場合）

###### - #### ###

ステージングしたテストの実行時にエラーが発生した場合は、ウィンドウの下部の［失敗］タブを確認します。

 598



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

失敗したテストのレポートを表示するには、ウィンドウの右側にある［詳細］フィールドをダブルクリックします。

クイック テストの開始と停止

テスト モニタ ウィンドウが開いている状態で、メイン ツールバーにあるアイコンをクリックすると、クイック テスト
を開始および停止できます。

クイック テストを開始するには、メイン ツールバーの［再

生］をクリックします。

クイック テストが開始されると、［再生］アイコンは［停止］アイコンに変わります。

クイック テストを停止するには、メイン ツールバーの［停

止

］
をクリックします。

再度［停止］をクリックすると、テスト ランを強制終了するかどうかを尋ねられます。
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• テストを停止することは、「新しいインスタンスを起動しない」ことを意味します。新しいインスタンスは起動され
ず、実行中のテスト ケースは先頭にループ バックされません。実行中のテストはステップをすべて完了し、終了ス
テップに移動します。

• テストを強制終了することは、「実行中のすべてのインスタンスをできるだけ早く停止する」ことを意味します。新
しいインスタンスは起動されず、実行中のテスト ケースは次のステップに移動しません。終了ステップは実行されま
せん。テストが終了ステップを実行しないため、レポートにはテストがまだ実行中であることが示されます。

クイック テストを再生するには、メイン ツールバーの［再

生
］
をクリックします。

クイック テストを閉じるには、メイン ツールバーの［閉じ

る

］
をクリックします。

［アクション］メニュー

テストを実行し、テストを開始するために［再生］をクリックすると、以下のオプションが［アクション］メニューに追
加されます。

• メトリック収集の一時停止
• メトリック収集の一時停止の解除
• 最近のメトリックを XML ドキュメントに保存
• 最近のメトリックを CSV ドキュメントに保存
• 間隔データを CSV ドキュメントに保存
• 間隔データを XML ドキュメントに保存
• 最近のイベントを CSV ドキュメントに保存
• このテストをステージング
• テストの停止
• テストを再起動（ドキュメントを再ロード）

テスト ケースのステージング

からテスト ケースを実行するには、設定、ステージング ドキュメント、コーディネータ サーバを指定します。

以下の手順に従います。

1. でテスト ケースを開きます。
2. メイン メニューから［アクション］-［テストのステージング］を選択します。
［テスト ケースのステージング］ダイアログ ボックスが表示されます。

3. ［設定］ドロップダウン リストから設定を選択します。
このフィールドを空白のままにすると、デフォルトの設定が使用されます。

4. ［ステージング ドキュメント］ドロップダウン リストからステージング ドキュメントを選択します。
5. ［コーディネータ サーバ］ドロップダウン リストから、コーディネータ サーバを選択します。

NOTE

コーディネータには、「Coordinator@default」および空白の 2 つの選択肢があります。空白を選択した場
合は、ワークステーション マシン上でシミュレーションが開始され、 データベースへの接続が必要になり
ます。

6. ［ステージング］をクリックします。
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テスト モニタ ウィンドウが表示されます。ここで、モニタするメトリックおよびイベントを選択して、テスト ケー
スを開始できます。

テスト モニタ ウィンドウ - テスト ケース

テスト ケースをステージングすると、 にテスト モニタ ウィンドウが表示されます。テスト ケース用のテスト モニタ
ウィンドウは、クイック テスト用のテスト モニタ ウィンドウと同様です。

最初にテストをステージングします。まだテストの実行は開始されていません。

テストの実行時にモニタするメトリックおよびイベントを選択できます。

テスト モニタは、以下の 2 つのタブで構成されています。

• ［パフォーマンス統計］タブ では、メトリックを選択し、それを時間の関数として表示できます。
• ［イベント］タブでは、イベントを選択して、そのイベントがテストの実行時に発生したときに表示されるようにす
ることができます。

テスト ケースを実行し、テストが失敗した場合は、［失敗］という 3 つ目のタブも表示されます。

ベースライン テスト ケースを実行する場合は、［統合ベースライン］タブも表示されます。詳細については、
「Application Insight の使用」を参照してください。

local.properties ファイルに lisa.coord.failure.list.size プロパティを追加することで、失敗イベントのサイズを制限で
きます。

############# - ### ###

［パフォーマンス統計］タブでは、テストの実行時にモニタするメトリックおよびイベントを追加できます。
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［パフォーマンス統計］タブは以下のパネルで構成されています。

• テスト メトリック ステータス
• 現在の間隔メトリック
• サマリ間隔グラフ

テスト メトリック ステータス

［テスト メトリック ステータス］パネルには、現在モニタされているメトリックのリストが表示されます。

いくつかのメトリックはデフォルトで表示されています。メトリックは識別しやすくするために色分けされています。

［テスト メトリック ステータス］パネルには、以下の列があります。

• 色
グラフで使用される色分けされたコード。

• 名前
メトリックの名前。短い名前を使用してメトリックをフィルタしている場合、［名前］フィールドには、スラッシュ
の後に短い名前が表示されます。アスタリスクは、メトリックのイベント名のみを使用していることを意味します。

• 現在のスケール
グラフで使用される縦方向のスケール。任意のメトリックの［現在の間隔メトリック］グラフのグラフ スケールを調
節できます。［現在のスケール］セルをダブルクリックしてドロップダウン リストから新しい値を選択することによ
り、スケールを調節します。［現在の間隔メトリック］グラフで、メトリックのスケールが変更されます。

 602



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

NOTE
［現在のスケール］のデフォルト設定は、自動スケールの 100 です。（）内の数値は、自動スケールが同じ
0 ～100 のグラフにデータをすべて対応させるために決定したスケールの値を示します。この値とスケール
を乗算したものがグラフの Y 座標になります。スケールを変更しても現在の値は変わりません。ただし、グ
ラフで使用される Y 座標を決定する計算では、異なる Y 座標が算出される場合があります。座標が 100 を
超えている場合は、より大きな値に対応できるように Y 軸の制限も増加させる必要があります。

• 現在の値
メトリックの現在の値。

メトリックはサンプリングに基づいています。たとえば、インスタンス メトリックは、サンプルを収集したときにテス
トを実行していた仮想ユーザの数です。テストの実行を待機中のインスタンスの数は、より高い数に設定できます。たと
えば、ステージング ドキュメントでペースが設定されている場合、インスタンス メトリックは何人の仮想ユーザがテス
トを実行しているかを表わします。この値は、ステージング ドキュメントで割り当てられている仮想ユーザの数より少
ない場合があります。定常的な仮想ユーザが 250 人いると仮定します。インスタンスの数が 100 の場合、その他の 150
人の仮想ユーザは待機中です。これはペースによってそれらが保留状態になっているためです。

メトリックの詳細については、「メトリックの生成」を参照してください。

現在の間隔メトリック

［テスト メトリック ステータス］パネルの各メトリックに対して、［現在の間隔メトリック］パネルに実行時の指定さ
れた時間間隔での値が表示されます。

時間間隔を指定するには、パネルの下部にあるスライダを使用します。実行が開始された後は、値は調節できません。

サマリ間隔グラフ

［サマリ間隔グラフ］パネルには、［テスト メトリック ステータス］パネルの各メトリックの値を指定された時間間隔
で平均したものが表示されます。

時間間隔あたりのサンプル数を指定するには、パネルの下部にあるスライダを使用します。実行が開始された後は、値は
調節できません。

######## - ### ###

［イベント］タブには、実行時に生成されるイベントが表示されます。
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［イベント］タブは以下のパネルで構成されています。

• フィルタで除外するイベント
• シミュレータ
• テスト イベント

フィルタで除外するイベント

［フィルタで除外するイベント］パネルでは、実行時に表示されるイベントを制限することができます。このパネルに
は、イベントのリストが表示されます。イベントに対するチェック ボックスをオンにすると、そのイベントは実行時に
表示されなくなります。

このパネルにはドロップダウン リストがあります。このオプションでは、事前定義済みのイベントのセットを含めてす
べてのイベントをフィルタしないか、またはすべてのイベントをフィルタすることを指定できます。オプションは以下の
とおりです。
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• フィルタなし
• 簡易イベント セット
• 共通イベント セット
• 詳細イベント セット
• テスト セットのロード
• カスタム イベント セット
• すべてのイベントをフィルタ

NOTE
負荷テストでは、これらの UI エレメントは無効になります。 が決定するテスト ケースが負荷テストである場
合は、個別のステップ応答などを送信するテストを変更できません。基本的なイベント以外を送信すると、負
荷テストの値が低下します。

シミュレータ

［シミュレータ］パネルには、使用中のシミュレータのステータスが表示されます。

テスト イベント

［テスト イベント］パネルには、イベントが表示されます。最新のイベントが最上部に表示されます。最も古いイベン
トが最下部に表示されます。

パネルの下部にある［自動リフレッシュ］チェック ボックスをオンにすると、イベントがリアルタイムでリスト表示さ
れます。［自動リフレッシュ］ボックスをオフにした場合には、［リフレッシュ］アイコンをクリックして、リストを手
動でリフレッシュできます。フィルタされていないイベントのみが表示されます。

各イベントに対して、以下の情報が表示されます。

• タイムスタンプ
イベントの時刻

• イベント
イベントの名前

• シミュレータ
イベントが生成されたシミュレータの名前。

• インスタンス
インスタンス ID および実行番号（スラッシュ区切り）

• 概要
イベントの概要

• 詳細
イベントの詳細（使用可能な場合）

###### - ### ###

ステージングしたテストの実行時にエラーが発生した場合は、ウィンドウの下部に［失敗］タブが表示されます。
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失敗したテストのレポートを表示するには、ウィンドウの右側にある［詳細］フィールドをダブルクリックします。

テスト ケースの開始と停止

テスト モニタ ウィンドウが開いている状態で、メイン ツールバーにあるアイコンをクリックすると、テスト ケースを
開始および停止できます。

テスト ケースを開始するには、メイン ツールバーの［再

生］をクリックします。

テスト ケースが開始されると、［再生］アイコンは［停止］アイコンに変わります。

テスト ケースを停止するには、メイン ツールバーの［停

止

］
をクリックします。

再度［停止］をクリックすると、テスト ランを強制終了するかどうかを尋ねられます。
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• テストを停止することは、「新しいインスタンスを起動しない」ことを意味します。新しいインスタンスは起動され
ず、実行中のテスト ケースは先頭にループ バックされません。実行中のテストはステップをすべて完了し、終了ス
テップに移動します。

• テストを強制終了することは、「実行中のすべてのインスタンスをできるだけ早く停止する」ことを意味します。新
しいインスタンスは起動されず、実行中のテスト ケースは次のステップに移動しません。終了ステップは実行されま
せん。テストが終了ステップを実行しないため、レポートにはテストがまだ実行中であることが示されます。

テスト ケースを再生するには、メイン ツールバーの［再

生
］
をクリックします。

テスト ケースを閉じるには、メイン ツールバーの［閉じ

る

］
をクリックします。

テスト スイートの実行

テスト スイートでは、関連するテスト ケースやテスト スイートをグループ化して、単一のテストとして実行できます。
テスト スイート ドキュメントでは、スイートのコンテンツ、生成するレポート、および収集するメトリックを指定しま
す。これらのレポートおよびメトリックは、スイート全体に関連付けられます。スイート内の各テストは、引き続きそ
れぞれのレポートやメトリックを生成します。また、各テストはそれ自体のステージング ドキュメント、設定、監査ド
キュメントを使用する機能を引き続き保持します。そのため、スイート内のテストは分散環境で実行できます。

テスト スイートを実行するには、 データベースへの接続が必要です。

スイートにスイートが含まれている場合、含まれているスイート内の個々のテストはスイートから抽出され、現在のス
イートで個々のテストとして実行されます。含まれているスイートのデフォルト、および起動や切断の設定は無視されま
す。

では、テスト スイートの設定およびステージング、テストの実行時のモニタ、テスト終了時のレポートの表示を行えま
す。

以下の手順に従います。

1. でテスト スイートを開きます。
2. メイン メニューから［アクション］-［実行］を選択します。
この操作によってメニューが表示され、このメニューからローカルで実行するか、レジストリを指定して実行するか
を選択できます。
［スイートをローカルで実行］ダイアログ ボックスが表示されます。

3. テスト スイートの名前を入力します
4. ドロップダウン リストから設定を選択します。
5. ［ステージング］をクリックします。

［スイートのステージングの実行］ウィンドウが表示され、テストが開始されます。

スイートのステージングの実行

でテスト スイートの実行中に［ステージング］をクリックすると、［スイートのステージングの実行］タブが表示さ
れ、テストが開始されます。
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上部のパネルには、以下の情報が表示されます。

• テスト スイート ドキュメントの場所および名前
• 現在のテストの名前

中央のパネルには、［テスト実行］メータと 4 つの温度計が表示されます。

• ［テスト実行］メータには、完了したテストの数とテストの総数が表示されます。
• 温度計には、［成功］、［失敗］、［中止］、［非アクティブ］の 4 つのラベルが付けられています。温度計の色
は、事前に設定された数のケースが成功したことを表しますスイート内の 50 から 100 のテスト ケースを実行する場
合の既知の動作は以下のとおりです。
– 成功したテストの数が 50 を超えている場合、温度計はオレンジ色です。
– 成功したテストの数が 75 を超えている場合、温度計は赤色です。
– 成功したテストの数が 100 を超えている場合、温度計は灰色です。

下部のパネルには、以下のタブがあります。

• ［イベント］タブ： 要求したイベントが発生したときに表示します
• ［結果］タブ： 個々のテストのステータスを表示します

スイートのステージングの実行 - ［イベント］タブ

［イベント］タブには、タブの左側のパネルから選択したイベントがリスト表示されます。

フィルタで除外するイベント

［フィルタで除外するイベント］領域には、使用可能なイベントのリストが表示されます。イベントにはそれぞれチェッ
ク ボックスがあります。モニタしないイベントを選択するには、このリストを使用します。

1 つの方法は、フィルタで除外するイベントを手動で選択することです。もう 1 つの方法は、ドロップダウン リストか
ら以下のいずれかのイベント セットを選択した後、必要に応じて選択内容をカスタマイズすることです。
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• 簡易イベント セット
• 共通イベント セット
• 詳細イベント セット
• テスト セットのロード

［フィルタなし］を選択すると、すべてのチェック ボックスをオフにできます。［すべてのイベントをフィルタ］を選
択すると、すべてのチェック ボックスをオンにできます。

テスト イベント

イベントが発生すると、［テスト イベント］領域に表示されます。最新のイベントがリストの最上位に表示されます。
パネルの下部にある［自動リフレッシュ］チェック ボックスをオンにすると、イベントをリアルタイムでリスト表示で
きます。［自動リフレッシュ］チェック ボックスがオフの状態で［リフレッシュ］アイコンをクリックすると、リスト
を手動でリフレッシュできます。

各イベントに対して、以下の情報が表示されます。

• タイムスタンプ
イベントの時刻

• イベント
イベントの名前

• シミュレータ
イベントが生成されたシミュレータの名前。

• インスタンス
インスタンス ID および実行番号（スラッシュ区切り）

• 概要
イベントの概要

• 詳細
イベントの詳細（使用可能な場合）

スイートのステージングの実行 - ［結果］タブ

［結果］タブでは、テスト スイート内の個々のテストのステータスが表示されます。
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スイート結果

［スイート結果］領域には、スイート内のすべてのテストのリストがアイコンと一緒に表示されます。

• 緑のアイコンは、テストが完了し、成功したことを表しています。
• 赤のアイコンは、テストが完了し、失敗したことを表しています。
• 青のアイコンは、テストがまだ実行中であることを表しています。

まだ実行中のテストのテスト モニタを表示するには、パネルの下部にある［テストの表

示

］
をクリックします。

完了したテストについては、テスト名を選択すると、右側のテキスト領域でステータスを確認できます。ステータスを確
認することは、テストが失敗した理由を確認するのに最も有効です。

ステータス ウィンドウ

ステータス ウィンドウには、左側で選択されているテストのステータスが表示されます。

以下のテストは実行中です。

以下のテストは失敗しています。

失敗したテストのステータスには、テストが失敗した理由についての情報が表示されます。

［スイートのステージングの実行］パネルの下部にはツールバーがあります。
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アイコンの 1 つ目のセットでは、スイート内の個々のテストを管理します。これらのアイコンを使用するには、まず
［結果］タブのテスト リスト セクションでテストを選択します。選択したテストに対しては、以下の機能を使用できま
す。

テストの停止 テストが次の論理的な終了に到達するか失
敗した後、テストを停止します。新しいサ
イクルは開始されません。

テストの強制終了 現在のステップが完了した直後にテストを
停止します。

テストの表示 このツールは現在実行中のテストに対して
のみ機能します。選択したテストのテスト
モニタを起動します。

アイコンの 2 つ目のセットでは、テスト スイート自体、またはスイートの実行を管理します。

スイートの実行 スイートのテストを開始/再起動します。

閉じる ［スイートのステージングの実行］ウィン
ドウを閉じます。

テストの表示 選択したテストのテスト モニタを起動しま
す。

NOTE

詳細情報：

• レジストリ モニタの使用

ロード テスト オプティマイザの使用

ロード テスト オプティマイザはレジストリ モニタに表示され、テスト中のシステムに対して簡単な負荷テストを実行し
ます。負荷テストでは、テスト中のシステムでサポートできるユーザの数を判定します。

ロード テスト オプティマイザでは、テスト中のシステムは継続的に実行されます。特定のターゲットに到達するまで、
さらに多くのシミュレートされたユーザがアクセスし続けます。このターゲットは通常、事前に定義された平均応答時間
です。

ロード テスト オプティマイザは、テスト中のシステムで何人のユーザをサポートできるかの判定を支援します。オプ
ティマイザは、平均応答時間などの任意の  メトリックで設定できます。オプティマイザには、SNMP、JMX、Windows
Perfmon などの外部ソースから取得されるメトリックも設定できます。ユーザの数は事前設定された間隔で増加し、事
前設定されたメトリックのしきい値に到達すると通知されます。たとえば、平均応答時間が 2 秒に達するまで、10 秒ご
とにインスタンスを 5 つ追加して、テスト インスタンスの数を増加させることができます。

テストを最適化するには、実行中である必要があります。

オプティマイザを設定および起動する方法

1. レジストリ モニタ で、実行中のテストのリストからテストを選択し、［テストの最適化］

をクリックします。
［オプティマイザ］パネルが表示され、ステージング ドキュメントの名前が最上部に表示されます。

2. 以下のパラメータを設定します。

 611



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

– メトリック
最適化に使用するメトリック。プルダウン リストから選択します。

– シミュレータ
テスト インスタンスを生成するために使用するシミュレータ。プルダウン リストから選択します。

– 最小しきい値
システムが追加の仮想ユーザを必要としていることをオプティマイザがレポートするときのメトリック値。数値を
入力します。

– 最大しきい値
システムがこれ以上の仮想ユーザをサポートできないことをオプティマイザがレポートするときのメトリック値。
数値を入力します。

– 増分（インスタンス数）
毎回の更新時にシステムに追加する仮想ユーザの数。数値を入力します。

– 更新頻度（ミリ秒）
追加を行う間隔（ミリ秒）。

3. ［オプティマイザの開始］

をクリックします。
オプティマイザによって仮想ユーザの数が増やされると、［オプティマイザ］セクションとレジストリ モニタの［テ
スト］タブの［インスタンス］列の両方に仮想ユーザの数が表示されます。
オプティマイザが実行されたら、パラメータを変更できます。変更した情報でオプティマイザを更新するには、［更
新］

をクリックします。
4. オプティマイザを閉じるには、［閉じる］

をクリックします。

負荷テストの判定

デフォルトでは、 は、実行時にテスト ケースまたはスイートのさまざまな特性を検証し、負荷テストが実行されている
と判定する場合があります。負荷テストを実行していると判定した場合、 は自動的に再設定されます。

lisa.load.auto.reconfigure=false プロパティを設定することによって、自動設定を変更できます。

負荷テスト用の再設定では、いくつかの設定が行われます。最も重要なのは、テストを実行しているシミュレータから送
信されるイベントが制限されることです。具体的には、シミュレータは LoadTest フィルタに設定されたイベントのみを
送信します。ステップの開始、ステップ応答、ステップ応答時間、サイクルの開始、ログ、プロファイル、およびその他
の類似のイベントは、コーディネータに送信されません。したがって、テストを開始した  コンポーネント（ またはテス
ト ランナー）にも送信されません。

負荷テストでこの制限が行われる理由は、イベントを送信するオーバーヘッドが負荷を生成する処理をすぐに上回ってし
まうためです。コーディネータは、すぐに過負荷になります。これは、反応時間がゼロのテストで顕著に現れます。

負荷テストを実行していると  が見なした場合、コーディネータのログ ファイルに以下のようなメッセージが記録されま
す。

INFO  com.itko.lisa.coordinator.CoordinatorImpl - Configuring for load test (vusers >= 150)
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INFO  com.itko.lisa.coordinator.CoordinatorImpl - Configuring for load test

INFO  com.itko.lisa.net.RemoteEventDeliverySupport - configuring for load test

ステージング ドキュメントで Application Insight を無効にするように促す追加のメッセージが表示される場合がありま
す。

テストがスイートの一部である場合、通常、テスト モニタ ウィンドウに情報は表示されません。負荷テストでは、ユー
ザ インターフェースに表示されるよりも速くイベントが生成されるため、一部のイベントは無視されます。これらの実
行時メトリックを表示するには、以下のプロパティを変更します。

lisa.load.auto.reconfigure=false

Application Test が負荷テストを判定するパラメータを調整するには、以下のプロパティを調整します。

lisa.loadtest.aggressive.detection=false

lisa.coordinator.step.per.sec.load.threshold=100

lisa.coordinator.vuser.load.threshold=150

ステージング ドキュメントにデフォルトのレポート ジェネレータが含まれている場合、そのテストは負荷テストではな
いと判定されます。

1 秒当たりの非クワイエット ステップの数が 100 を超えるか、仮想ユーザの数が 150 を超える場合、そのテストは負荷
テストと判定されます。

lisa.load.auto.reconfigure プロパティを ture に設定すると、反応時間が 0% であるステージング ドキュメントによるテ
ストや、反応時間が 0 であるステップで全体が構成されているテストは、負荷テストと見なされます。

負荷テストが自動的に調整された場合も負荷テストと見なされ、その変更を記述するイベントが生成されます。

テスト ランナー

テスト ランナー コマンドライン ユーティリティは、同じ機能であるもののユーザ インターフェースのない  の「ヘッド
レス」バージョンです。つまり、スタンドアロン アプリケーションとして実行できます。

テスト ランナーでは、テストをバッチ アプリケーションとして実行できます。テストをリアルタイムでモニタすること
はできませんが、レポートを要求して後で確認することができます。

• Windows では、テスト ランナーは LISA_HOME\bin ディレクトリにある Windows 実行可能ファイル
TestRunner.exe です。

• UNIX では、テスト ランナーは UNIX 実行可能ファイルの TestRunner および UNIX スクリプトの TestRunner.sh で
す。

テスト ランナーでは、 テストを継続的なビルド ワークフローに組み込むことができます。また、テスト ランナーと
JUnit を一緒に使用して、Ant やその他のビルド ツールで標準的な JUnit テストを実行できます。

テスト ランナーには、以下のオプションがあります。
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 TestRunner [-h] [[-u username] [-p password] [-r StagingDocument] [-t TestCaseDocument]
 [-cs CoordinatorServerName]]  | [-s TestSuiteDocument] [-m TestRegistryName] [-a] [-
config configurationFileName] [-Dname=value]
 

テスト ランナーのヘルプ情報を表示するには、-h または --help オプションを使用します。

 TestRunner -h 
 

バージョン番号を表示するには、--version オプションを使用します。

自動化されたビルドの一部として

テスト ケースは、自動的なビルドおよびテスト プロセスに組み込むことができます。 には、Java Ant および Java
JUnit を使用するために必要な追加のソフトウェアと、サンプルの Ant ビルド スクリプトが含まれています。

テスト ケースは、ネイティブ JUnit テストとして実行およびレポートされます。

テスト ランナーは、カスタム Java クラスを使用して標準的な JUnit テストで使用できます。詳細については、「Ant お
よび JUnit による DevTest の実行」を参照してください。

NOTE

詳細情報：

• テスト ランナーで MAR を実行
• テスト ランナーでテスト ケースを実行
• テスト ランナーでスイートを実行
• その他のテスト ランナーのオプション
• テスト ランナーの複数のインスタンス
• テスト ランナーのログ ファイル

テスト ランナーで MAR を実行

テスト ランナーでモデル アーカイブ（MAR）を実行するには、以下のオプションを指定します。

• -mar または --mar MAR ファイルの名前

例

以下の例では、test1.mar という名前の MAR ファイルを実行します。

TestRunner -mar C:\test1.mar 

テスト ランナーでテスト ケースを実行

テスト ランナーで単一のテスト ケースを実行するには、以下のオプションを指定します。

• -t または --testCase テスト ケース ドキュメントの名前
• -r または --stagingDoc ステージング ドキュメントの名前

ステージングをリモートで行うには、以下のオプションも指定します。

• -cs または --coordinatorService コーディネータ サーバの名前
コーディネータ サーバをレジストリから取得するために -cs を指定しない場合は、MAR/MARI ファイルで指定されて
いるコーディネータが使用されます。コーディネータも指定しない場合は、レジストリで指定されているデフォルト
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のコーディネータが使用されます。デフォルトのコーディネータが存在しない場合は、テストはローカルで実行され
ます。「-cs local」を使用すると、テストはローカルで実行されます。

• -m または --testRegistry レジストリの名前

その他のオプションについては、「その他のテスト ランナーのオプション」を参照してください。

例

以下の例では、examples プロジェクトにある multi-tier-combo テスト ケースを実行します。

TestRunner -t ../examples/Tests/multi-tier-combo.tst -r ../examples/StagingDocs/
Run1User1Cycle.stg -a 

テスト ランナーでスイートを実行

テスト ランナーでスイートを実行するには、以下のオプションを指定します。

• -s または --testSuite スイート ドキュメントの名前

監査は実行されません。

ステージングをリモートで行うには、以下のオプションも指定します。

• -m または --testRegistry レジストリの名前

リモート ステージング プロジェクト ドキュメントについての重要な制限は、すべてのプロジェクトに一意の名前を付け
ることです。この制限はプロジェクト スイートだけでなく、プロジェクト内のほかのアセット（データ セットなど）を
参照するリモートでステージングするプロジェクト テスト ケースにも適用されます。

その他のオプションについては、「その他のテスト ランナーのオプション」を参照してください。

例

以下の例では、examples プロジェクトにある AllTestsSuite スイートを実行します。

TestRunner -s ../examples/Suites/AllTestsSuite.ste

以下の例では、レジストリが別のコンピュータで実行されていると仮定しています。

TestRunner -s ../examples/Suites/AllTestsSuite.ste -m somecomputer/Registry

その他のテスト ランナーのオプション

このページでは、モデル アーカイブ（MAR）、テスト ケース、またはスイートをテスト ランナーで実行する際に使用
できるその他のオプションについて説明します。

ファイル名を指定する場合には、プロパティを使用できます。ただし、この内容では、プロパティ ファイル
（lisa.properties、local.properties、site.properties）で定義されているシステム プロパティおよびプロパティのみが
機能します。

テストが完了したら、レポートを表示できます。
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ACL セキュリティ情報の指定

-uuserName または --username=userName、および-ppassword または --password=password オプションは、ACL セ
キュリティ情報を  へ渡します。これらのオプションは必須です。

テストを自動的に開始

-a または --autoStart オプションは、テストを自動的に開始します。したがって、テストをステージングした後に Enter
キーを押す必要がありません。

設定の指定

-config または --configFile オプションを使用すると、テスト ランに使用する設定を指定できます。

テスト ランナーでは  プロジェクトを解釈できないため、設定ファイルの完全修飾パスを指定する必要があります。以下
に例を示します。

-config \path\to\lisa\home\examples\Configs\project.config 

HTML レポートの生成

-html または --htmlReport オプションを使用すると、テスト ランナーにテスト ケースについての HTML サマリ レポー
トを作成するよう指示できます。このオプションは、スイートには使用できません。

このオプションの後のパラメータは完全修飾ファイル名である必要があります。以下に例を示します。

-html \some\directory\MyReport.html 

更新間隔の変更

-u または --update オプションを使用すると、更新間隔をデフォルト値の 5 秒から変更することができます。この間隔
は、テスト ランナーがログ ファイルにステータス メッセージを書き込む頻度に相当します。

-u 10 

ランタイム プロパティ

-D オプションを使用すると、ランタイム プロパティをテスト ランナー 実行に追加できます。このオプションは、レ
ポートでクエリできるタグを追加するために役立ちます。形式は –D<##>=<#> です。

-Dyear=2015

-Dphase=beta

テスト ランナーの複数のインスタンス

1 台のワークステーションから  に対してテスト ランナーの複数のインスタンスをステージングできます。

各インスタンスに 512 MB が必要。
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テスト ランナーのログ ファイル

ログの出力は trunner.log ファイルに書き込まれます。このファイルの場所の詳細については、「ログ記録」を参照して
ください。

使用されるログ レベルは、LISA_HOME\logging.properties ファイルで設定されるレベルと同じです。

ログ レベルを変更するには、logging.properties ファイルの log4j.rootCategory プロパティを以下のものから

{{log4j.rootCategory=INFO,A1}} 

以下のように変更してください。

{{log4j.rootCategory=DEBUG,A1}} 

DevTest ALM プラグインの使用

プラグインを使用すると、HP Quality Center スイートから Quality Center テストとして  テスト ケースをロードおよ
び実行できます。この統合によって、 テストを活用しながら、すべての Quality Center 機能を利用することができま
す。Quality Center に  テスト ケースをロードすることによって、 テストをリアルタイムで実行できます。また、テスト
結果の完全なキャプチャも取得します。 テストは Quality Center のワークフロー内で実行可能です。テストは、テスト
プロセスのコンテキストおよびステータスを保持するために結果をレポートします。

NOTE
インストールの詳細については、「DevTest ALM プラグインのインストール」を参照してください。

NOTE

詳細情報：

• HP ALM での DevTest テストの設定
• HP ALM での DevTest テストの実行

• DevTest ALM プラグインのトラブルシューティング

HP ALM での DevTest テストの設定

このプラグインでは、HP ALM と統合するために VAPI-XP を使用しています。

NOTE
ユーザは、HP ALM の QA テスター ロールか、QA テスターと同じ権限を持つロールに属している必要があり
ます。

この手順で参照する JavaScript および VBScript のテンプレートを表示するには、［スタート］-［すべてのプログラ
ム］-［］-［Quality Center Plugin］の順に選択します。テンプレートの機能は同等です。

 テストには、3 つの添付ファイル（テスト ケース ファイル、設定ファイル、およびステージング ファイル）、MAR
ファイル、または MAR 情報ファイルを指定できます。

ALM テストを  にリンクするには、ALM の Test Plan 機能を使用して、以下の手順に従います。

1. テストを作成します。
2. ［タイプ］ドロップダウンから［VAPI-XP-TEST］を選択し、テストの名前を入力します。
3. ［OK］をクリックします。
4. スクリプト言語を選択し、［終了］をクリックします。
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スクリプトは後で追加します。
5. テストが作成されたら、テストをクリックします。
6. 新しく作成されたテストの［Test Script （テスト スクリプト）］タブを選択します。
7. デフォルトの内容を適切なスクリプト テンプレートの内容で置き換えます。スクリプト テンプレートは、［スター
ト］-［プログラム］-［DevTest］-［Quality Center Plug-in］-［<*スクリプト テンプレート> （JavaScript または
VBScript テンプレート）］にあります。

8. スクリプト テンプレートが追加されたら、［添付］タブで、テスト ファイル、ステージング ファイル、および設定
ファイルへの参照を追加します。
 file: ///<drive>:/<path>/<file>.<ext>
 Test Doc: file:///C:/DevTest/examples/Tests/DevTest_config_info.tst
 Staging Doc: file:///C:/DevTest/examples/StagingDocs/Run1User1Cycle.stg
 Config: file:///C:/DevTest/examples/Configs/project.config
 

実際のファイルを添付するのではなく、テスト ファイル、ステージング ファイル、および設定ファイルをリンク
（URL）として追加することをお勧めします。その結果、テストに変更を加えても、ALM に再アップロードする必
要がなくなります。リンク アイコンを選択してから、適切に構成された URL をファイルに格納します。ファイルが
ALM インスタンスと同じシステム上にある場合は、以下の情報のような形式である必要があります。

MAR ファイルおよび MAR 情報ファイルの場合は、単一の添付ファイルと 3 つの添付ファイルを使用できます。

この手順では、1 つ以上の URL 添付ファイルを作成します。以下の例は、テスト ケース ファイルの URL です。

 file:///C:/DevTest/examples/Tests/rest-example.tst 
 

以下の例は、MAR 情報ファイルの URL です。

 file:///C:/DevTest/examples/MARInfos/rest-example.mari 
 

以下の図は、［Attachments］タブを示しています。テスト ケース ファイルの URL が追加されています。ステージング
ファイルと設定ファイルへのリンクを指定します。テスト ケースには、テスト、設定、およびステージング ファイルが
必要です。
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パラメータの置換

複数のステージングおよび設定で同じテスト ケースを実行するテスト用のファイルの場所を変更することができま
す。［Attachments］タブで単一の添付ファイル、MAR ファイル、MAR 情報ファイル、または 3 つの添付ファイル（テ
スト、設定、およびステージング）を適用することで置換を作成します。

以下の置換を使用できます。

• パラメータ
［パラメータ］タブで、添付ファイル パスにパラメータ置換を設定します。このタブの値で、テスト ケースのカスタ
ムおよびグローバル プロパティが上書きされます。

• カスタム フィールド
カスタム フィールドのパラメータ置換はテスト プランにのみ適用されます。［詳細］タブを使用して、カスタム
フィールドを追加します。

以下の図は、MAR 情報ファイルのパラメータ置換の例を示しています。
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置換されるパラメータは、<<< と >>> の文字の間にあります（たとえば、<<<marifile>>>）。ファイルが添付される
と、<<< と >>> の文字は %3C%3C%3C と %3E%E3%3E にエンコードされます（たとえば、%3C%3C%3Cmarifile
%3E%E3%3E）。絶対ファイル パスはファイル URL に変換されます。

以下の図は、［説明］ペインの MAR 情報ファイルの場所を示しています。
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ALM を設定するには、以下の手順に従います。

1. HP ALM Connectivity アドインをインストールし、HP ALM - ALM クライアントを登録します。
a. ブラウザで ALM サーバに移動します。
b. ［ヘルプ］メニューから［Add-ins page］を選択します。
c. ［HP Quality Center Connectivity］または［HP ALM Connectivity］を選択し、アドインをダウンロードしてイン
ストールします。

d. ［HP ALM Client Registration］を選択して、［Register HP ALM Client］を選択します。
これら 2 つのアドオンはワークステーション コンピュータ上に配置されます。

2. ALM で VAPI-XP テストを作成します。
3. ［Test Script （テスト スクリプト）］タブを選択し、デフォルトの内容を［ Quality Center Plugin］メニューに含ま
れている JavaScript または VBScript テンプレートの内容に置き換えます。

4. ［Attachments］タブを選択し、テスト ケース ファイル、MAR ファイル、MAR 情報ファイル、または 3 つの添付
ファイルの URL を追加します。

5. ALM のテスト プランに、 テスト ファイル、ステージング ドキュメント、および設定ファイルを添付します。
6. ALM のテスト プランに MAR ファイルを添付します。
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7. VAPI-XP テストを保存します。

HP ALM での DevTest テストの実行

ワークステーションとレジストリが別のコンピュータにある場合、ワークステーション コンピュータの local.properties
ファイルで、lisa.registry.url プロパティを指定します。以下の形式を使用します。

lisa.registry.url=tcp://<ipaddress> :2010/Registry

HP ALM で  テストを設定したら、Test Plan モジュールまたは Test Lab モジュールからテストを実行できます。Test
Plan はローカル テスト専用です。

テスト ケースでは、MAR ファイル、MAR 情報ファイル、コーディネータおよびシミュレータが実行されている必要が
あります。

Test Plan （デバッグ モード）からテストを実行するには、テストを見つけて［Test Script］タブをクリックします。そ
こから、緑色の矢印（スクリプトの実行）をクリックできます。テストの実行が開始され、その出力が出力ウィンドウに
表示されます。テストが完了すると通知されます。

Test Lab からテストを実行する方法

1. 右側のパネルの［Test Lab］アイコンをクリックします。
2. テスト セットを作成します。
3. 上部のメニュー バーの［Select Tests （テストの選択）］タブをクリックします。
右側に Test Plan ツリーが表示されます。 

4. Test Plan ツリーで緑色の矢印を使用して、有効なテスト セットにテストを追加します。
5. 単一のテストまたはテスト セット全体を実行します。
6. テストが完了したら、［Test Set （テスト セット）］ウィンドウからテストのステータスを確認するか、また
は［Test Instance Properties （テスト インスタンスのプロパティ）］ウィンドウでテストの履歴を確認します。

テストの構造によって、テスト ランからは異なる結果が導き出されます。テストに実行されるサイクルが複数ある場
合、サイクルの履歴の結果と、成功または失敗のステータスが表示されます。テストのサイクルが 1 つだけの場合は、
そのテストのステップのリストが表示されます。

NOTE

サブプロセス ステップは PASSED または FAILED として示されますが、サブプロセス内のステップは ALM に
は表示されません。

以下の図は、Test Lab での rest-example テスト ケースの実行結果を示しています。

DevTestConnection.properties ファイル

DevTestConnection.properties ファイルは接続情報を含み、 ALM プラグインのインストール中に作成されます。この
ファイルは LISA_HOME\alm-plugin ディレクトリにあります。インストールの詳細については、「DevTest ALM プラグ
インのインストール（64 ビットおよび 32 ビットのサポート）」を参照してください。ファイル内の接続パラメータを
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編集することができます。DevTestConnection.properties ファイルにパラメータを設定すると、テストのグローバル レ
ベルでパラメータが設定されます。同じ接続、タイムアウト間隔、およびログ ファイルの場所を使用するすべての  テス
トでは、プラグインのハードコードされたパラメータが上書きされます。

NOTE
ファイルを編集する前に、DevTestConnection.propertes ファイルのバックアップを作成しておくことをお勧め
します。

特定のテストの接続、タイムアウト、またはログ設定を変更する場合は、テスト ケースの［パラメータ］タブでこれら
のパラメータを編集します。

ファイルには以下の接続値が含まれます。

• dt_hostname
 レジストリをホストしているホストの名前です。

• dt_scheme
 レジストリに接続するために使用されるプロトコル HTTP または HTTPS です。

• dt_port
 レジストリへの接続に使用されるポートです。

• dt_coordinator
 レジストリのコーディネータです。

• dt_username
 レジストリへの接続に使用されるユーザ名です。

• dt_password_encrypted
レジストリへの接続に使用される暗号化されたパスワードです。 
パスワードは以下の方法を使用して暗号化されます。
– DevTestConnection.properties ファイルは、 ALM プラグインのインストール中に作成されます。
– InstallationUtility 実行可能ファイルを使用すると、新しい DevTestConnection.properties ファイルが作成されま
す。

暗号化されたパスワードは、以下の方法によりプレーン テキスト パスワードで上書きできます。
– • DevTestConnection.properties ファイルからの暗号化されたパスワードを削除しま

す。DevTestConnection.properties ファイルにクリア テキスト パスワードの値を追加します。
• ［パラメータ］タブでテスト レベルでパスワードを変更します。

タイムアウト値

DevTestConnection.properties ファイルまたはテストの［パラメータ］タブで、以下のタイムアウト値を設定できます。

• dt_lockWaitTimeout
 テストまたは実行インスタンスに対するロックが取得されるまでの待機時間（ミリ秒単位）。

• dt_testRunTimeout
 テストの実行が許可される時間（ミリ秒単位）。

• dt_waitTimeout
のデータ取得が許可される時間（ミリ秒単位）。 

ログ ファイルの場所の値

DevTestConnection.properties ファイルまたはテストの［パラメータ］タブで、ログ ファイルの場所の値を設定できま
す。［パラメータ］タブを使用して、特定のテストまたはいくつかのテストのログ ファイルの場所を変更します。たと
えば、100 個のテストのうち 1 つが失敗した場合は、そのテストのみのログ ファイルの場所または名前を変更できま
す。すべてのテストのログ ファイル全体を確認する必要はありません。

以下のログ ファイルの場所の値を使用できます。

• dt_logFile
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ログ ファイルのディレクトリの場所。
• dt_logFileName
ログ ファイルの名前。

• dt_logFileRollover
ログ ファイルのロールオーバー サイズ（キロバイト単位）。

 

DevTest ALM プラグインのトラブルシューティング

このページでは、プラグインを使用する場合に発生する可能性がある一般的な問題とタイムアウト エラーを示します。

ALM および  に関する一般的な問題

1. テストを実行するユーザに、ALM テスト ラボ対テスト プランで VAPI-XP テストを実行する権限がありません。権限
の問題については、ALM 管理者にお問い合わせください。

2. ワークステーションとリモート レジストリの間の接続の問題については、ワークステーション コンピュータ上で次
のプロパティを devtestconnection.properties ファイルに追加します： lisa.registry.url=tcp://<ipaddress> :2010/
Registry。

3. 添付ファイルの拡張子が正しいことを確認します。
4. ALM でテストが実行されない場合は、TestRunner コマンドを使用し、同じテストが正しく実行されることを確認し
ます。

5. テスト スイートを ALM で実行することはできません。ALM テスト プランでテスト セットを作成し、全体のテスト
セットを実行できます。

ランタイム エラー [-2147467261]: 値は Null にできません、またはパラメーター名: DevTest 用環境変数が設定されてい
ません: LISA_HOME

すべてのサービスを実行した後、 LISA_HOME が作成されていない可能性があります。

問題の状況：

次のエラーのいずれかが表示されます。

• 実行時エラー [-2147467261]: 値は Null にできません。
• パラメーター名: DevTest 用環境変数が設定されていません: LISA_HOME

解決方法：

1. LISA_HOME が環境変数の設定で表示されていることを確認します。
2. 以下の手順のいずれかを実行します。

– LISA_HOME が一覧にない場合、環境変数の設定に追加します。
– LISA_HOME が表示されている場合、タスク マネージャーから HP ALM クライアント実行可能ファイルを終了
し、HP ALM クライアントを再起動します。

タイムアウト エラー

タイムアウト エラーを示すメッセージの場合、HP ALM VBScript または JavaScript の特定のタイムアウトを有効にする
と、次のオプションに対応します。

• 待機タイムアウト
次のオプションは、テスト ID とサイクルの ID の取得のタイムアウトを設定します。実行に 30 秒以上かかる場合が
あるテストケースに対してタイムアウトを増加させます。デフォルトは 30000 ミリ秒です。

Long GetWaitTimeout

void SetWaitTimeout(long waitTimeoutInMillis)
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テスト ID およびサイクルの ID を抽出するためにタイムアウトを延長するには、VBScript または JavaScript の関数の
コードを追加します。この情報は、テスト結果を抽出するために使用されます。

• ロック待ちのタイムアウト
次のオプションは、ロック取得のタイムアウトを設定します。デフォルトは 10000 ミリ秒です。

long GetLockWaitTimeout()

void SetLockWaitTimeout(long lockWaitTimeoutInMillis)

• テストの実行のタイムアウト
次のオプションは、テストの実行と結果待ちのタイムアウト値を設定します。デフォルトは 60000 ミリ秒です。

long GetTestRunTimeout()

void SetTestRunTimeout(long testRunTimeoutInMillis)

• デバッグ フラグ
次のオプションは、デバッグのログ レベルを設定します。詳細なデバッグ メッセージを表示するには True を設定し
ます。

bool IsDebug()

void SetDebug (bool isDebug)

• 応答タイムアウト
以下のオプションは、テストの実行と ALM プラグインからの応答の待機のタイムアウト値を設定します。デフォル
トは 100000 ミリ秒です。
long GetResponseTimeout()
void SetResponseTimeout(long ResponseTimeoutInMillis)

VSE マネージャ Eclipse プラグイン エラー メッセージ

VSE マネージャ Eclipse プラグインは、「java.io.IOException: unexpected end of stream on null」というエラーを返しま
す。この問題は、Eclipse で設定済みのプロキシが、レジストリ WebServer への接続を妨げる場合に発生します。

問題の状況：

VSE マネージャ プラグインと HTTPS レジストリ Webserver を使用すると、キーストアを検証できますが、レジストリ
への接続をテストすると、以下のスタックトレースで「java.io.IOException: unexpected end of stream on null」が返され
ます。

java.io.IOException: unexpected end of stream on null （NULL での予期しないストリームの終了）

at okhttp3.internal.http1.Http1Codec.readResponseHeaders(Http1Codec.java:208)

    at okhttp3.internal.connection.RealConnection.createTunnel(RealConnection.java:375)

    at okhttp3.internal .connection.RealConnection.connectTunnel(RealConnection.java:218)

    at okhttp3.internal.connection.RealConnection.connect(RealConnection.java:159)

    at okhttp3.internal.connection.StreamAllocation.findConnection(StreamAllocation.java:257)

    at okhttp3. internal.connection.StreamAllocation.findHealthyConnection(StreamAllocation.java:135)

    at okhttp3.internal.connection.StreamAllocation.newStream(StreamAllocation.java:114)

    at okhttp3.internal.connection.ConnectInterceptor.intercept(ConnectInterceptor.java:42)

    at okhttp3.internal.http.RealInterceptorChain.proceed(RealInterceptorChain.java:147 )

    at okhttp3.internal.http.RealInterceptorChain.proceed(RealInterceptorChain.java:121)

    at okhttp3.internal.cache.CacheInterceptor.intercept(CacheInterceptor.java:93)

    at okhttp3.internal.http.RealInterceptorChain.proceed(RealInterceptorChain.java: 147)

    at okhttp3.internal.http.RealInterceptorChain.proceed(RealInterceptorChain.java:121)

    at okhttp3.internal.http.BridgeInterceptor.intercept(BridgeInterceptor.java:93)

    at okhttp3.internal.http.RealInterceptorChain.proceed(RealInterceptorChain.java:147)

    at okhttp3.internal.http.RetryAndFollowUpInterceptor.intercept(RetryUpInterceptor.java:126 )
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    at okhttp3.internal.http.RealInterceptorChain.proceed(RealInterceptorChain.java:147)

    at okhttp3.internal.http.RealInterceptorChain.proceed(RealInterceptorChain.java:121)

    at okhttp3.RealCall.getResponseWithInterceptorChain(Call.java3200)

    atReal okhttp3. .RealCall.execute(RealCall.java:77)

    at Test.testAuthProxy(Test.java:122)

    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)

    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)

    at com.intellij.junit4.JUnit4IdeaTestRunner.startRunnerWithArgs(JUnit4IdeaTestRunner.java:68)

    at com.intellij .rt.junit.IdeaTestRunner$Repeater.startRunnerWithArgs(IdeaTestRunner.java:33)

    at com.intellij.rt.junit.JUnitStarter.prepareStreamsAndStart(JUnitStarter.java:230)

    at com.intellij.rt.junit.JUnitStarter.main(JUnitStarter .java:58)

Caused by: java.io.EOFException: \n not found: limit=0 content=…

    at okio.RealBufferedSource.readUtf8LineStrict(RealBufferedSource.java:237)

    at okhttp3.internal.http1.Http1Codec.readHeaderLine(Http1Codec.java:215)

    at okhttp3.internal.http1.Http1Codec.readResponseHeaders(Http1Codec.java:189)

    ... 29 more

解決方法：

Eclipse でプロキシが無効になっているか確認し、接続を再試行します。

HTTP および SSL デバッグ ビューア

HTTP および SSL デバッグ ビューアでは、 内の HTTP および SSL アクティビティの詳細を確認できます。この機能
は、診断を行う場合に役立ちます。

このビューアにアクセスするには、メイン メニューから［ヘルプ］-［HTTP/SSL デバッグ］を選択します。
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左側の縦棒は、各行のカテゴリを示しています。

• 緑は HTTP 要求に使用されます。
• 紺は HTTP 応答に使用されます。
• 斜線のストライプ模様は SSL に使用されます。SSL ハンドシェイク サマリに対してはさらに紫のバーが表示されま
す。

行は以下のように色分けされています。

• 緑は HTTP 要求ヘッダに使用されます。
• 紺は HTTP 応答ヘッダに使用されます。
• 黒は通常の出力に使用されます。
• 灰色は重要でない出力に使用されます。
• 青緑は関心を引く必要のある出力に使用されます。
• 赤紫は重要な出力に使用されます。
• 暗いオレンジは警告の出力に使用されます。
• 赤はエラーの出力に使用されます。
• 紫はサマリの出力に使用されます。

各行の先頭にあるかっこ内の数字はスレッド識別子です。複数のスレッドが同じ接続に対して動作する場合があります。

ビューアでは、デバッグ ログ内のメッセージを解析して SSL 出力が作成されます。

SSL 出力には、ハンドシェイク プロセスのサマリが含まれます。SSL の問題を診断する場合は、まずハンドシェイクの
サマリを確認します。より詳細な情報が必要な場合は、サマリの前に表示される出力を確認します。ビューアには問題を
解決するために必要なすべてのデータがあるとは限りません。

出力をコピーし、プレーン テキストとして別のウィンドウへ貼り付けることができます。貼り付けたバージョンには、
色分けは含まれません。

このビューアでは、すべての行、HTTP の行のみ、または SSL の行のみのいずれを表示するかを指定できます。

SSL ハンドシェイク サマリ

HTTP および SSL デバッグ ビューアの SSL 出力には、ハンドシェイク プロセス中に発生したイベントのサマリが含ま
れます。SSL の問題を診断する場合は、まずハンドシェイクのサマリを確認します。

NOTE
このページは、SSL またはその後継である TLS についての基本的な知識があることを前提としています。

以下の図は、サマリの例を示しています。
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最初の行にはスレッド名が表示されます。

2 行目には、ビューアが使用する SSL デバッグ ログがクライアントとサーバのどちらとして機能しているかが示されま
す。セッションが再開されると、2 行目には対応するメッセージも表示されます。

残りの行には、ハンドシェイク プロセスのステップが表示されます。

ハンドシェイク プロトコルのオプションのステップも含め、すべての表示可能なステップがサマリに表示されます。オ
プションのステップでは、記号がステップ番号の右側に表示されます。互いに関連するオプションのステップには、そ
れぞれ異なる記号が使用されます。たとえば、ステップ 3 とステップ 5 にはアスタリスクが使用されており、どちらも
サーバ証明書に関連しています。

ステップはそれぞれ、以下のいずれかのステータスを持ちます。

• RUN： ステップは実行されています。
• SKIPPED： ステップは実行されていません。
• ASSUMED： ステップは、発生したその他のイベントに基づいて実行されたと想定されています。
• UNKNOWN： すべてのステップの初期ステータス。ステータスが変更されなかった場合に最も考えられるのは、ス
テップが実行されていない場合です。

各ステップには、クライアントまたはサーバが実行したアクションの簡単な説明が含まれます。たとえば、最初のステッ
プでは、クライアントがサーバに Hello メッセージを送信したことが示されています。アクションにメッセージの送信が
含まれている場合、左矢印または右矢印はメッセージ フローの方向を示します。アクションにメッセージの送信が含ま
れていない場合は、下向きの矢印が表示されます。

SSL で問題が発生した場合、サマリは原因の特定に役立つガイドとなります。以下の例は、テスト ステップが 非 SSL
ポートに HTTPS 要求を行った場合に表示される出力を示しています。

SEND TLSv1 ALERT:  fatal, description = handshake_failure

javax.net.ssl.SSLHandshakeException: Remote host closed connection during handshake

Ensure that the server is secure (connecting to insecure server over SSL) and that you are connecting to the correct port
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レポート
以下の 3 つの領域のいずれかのレポート パラメータを指定することにより、レポート用に収集するデータを指定しま
す。

• クイック テスト
• Staging Documents
• Test Suites

実行する各テスト ケースまたはテスト スイートについて収集する特定のイベントまたはメトリックを指定できます。
データベースまたは XML ファイルのどちらかにレポート データを格納するレポート ジェネレータを 3 つの中から選択
します。また、レポート データを保持する期間も指定できます。

レポートを生成した後、それらを表示および管理したり、同僚と共有したり、ほかの場所にエクスポートしたりすること
ができます。

からテスト ケースをサブミットすると、ワークステーションはレジストリ データベースに接続されず、そのケースのレ
ポート情報は保存されません。

レポートの表示

ポータルからのレポートを表示します。詳細については、「レポートの表示および操作」を参照してください。

 

NOTE

詳細情報：

• レポート ジェネレータのタイプ
• レポート データベースの変更

レポート ジェネレータのタイプ

ステージング ドキュメント エディタまたはテスト スイート エディタの［レポート］タブでは、以下のタイプのレポー
ト ジェネレータを選択できます。

デフォルトのレポート ジェネレータ

デフォルトのレポート ジェネレータは、機能およびメトリックの情報をキャプチャし、そのデータをレジストリによっ
て参照されるレポート データベースにパブリッシュします。レポート ポータルは、このレポート データベースを使用し
ます。

このレポート ライタは、負荷テストやパフォーマンス テストに対してはサポートされていません。負荷テストに対して
は、ロード テスト レポート ジェネレータを使用してください。

NOTE
このレポート ジェネレータが選択されている場合、Application Test では負荷テストが自動設定されません。

ロード テスト レポート ジェネレータ

ロード テスト レポート ジェネレータは、何千もの仮想ユーザを想定した負荷テスト用に設計されています。

このレポートでは負荷メトリックがキャプチャされますが、ステップ レベルのメトリックはキャプチャされません。ス
テップ レベルのメトリックをキャプチャすると、データ量が多くなり過ぎ、レポート データベースによってテストのス
ピードが遅くなるおそれがあります。
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ほとんどのイベントは無効にされています。そのため、レポートには、実行の少数の情報が表示されます。主なフィード
バックは、 の［テスト ラン］パネルに表示されます。

［パラメータ］領域では、テストが自動的に停止されるエラーの数を設定できます。デフォルト値は 100 です。

デフォルトのレポート ジェネレータは、負荷テストやパフォーマンス テストに対してはサポートされていません。

Agile Central レポート ジェネレータ

Agile Central レポート ジェネレータは、Agile Central サーバに  のテスト結果を発行します。

NOTE
と Agile Central を統合するには、API キーを作成する必要があります。詳細な手順については、「Agile
Central の設定」を参照してください。

レポート ジェネレータの［パラメータ］領域で、以下のオプションを使用してテスト ケースを識別します。

• ビルド番号起動状態キー
ビルド番号は、ここに入力したプロパティ キーを使用して起動状態から取得されます。起動状態は、テストの実行が
開始される前に設定されます。「テストの起動」とは、追加のプロパティ（ここでは BUILD_NUM またはテスト中の
システムのビルド番号）を設定することを意味します。以下の条件でテストをステージングする場合にプロパティを
設定します。
– テスト ランナー（–D オプションを使用）
– 呼び出し（–0 オプションを使用）
– ［Manage Test Artifacts （テスト アーティファクトの管理）］を選択して BUILD_NUM プロパティをビルド番号
に設定した  ポータル。

デフォルト値は BUILD_NUM です。
プロパティは、デフォルト レポートに保存され、レポート ポータルから検索できます。そのため、Agile Central と 
で一貫性のある検索を行うことができます。

Agile Central を使用してテスト ケースを管理します。テスト ケースには、ビルド番号と、テストに合格か不合格かどう
かが示されます。

テスト ケース ID は、 テスト名のプレフィックスと見なされます。プレフィックスは、ハイフン（-）、アンダースコア
（_）、またはスペースで区切る必要があります。たとえば、TC0001-testName です。

以下のビデオでは、Agile Central と統合する方法を示します。ビデオの Agile Central レポート ジェネレータには、使用
できなくなったテスト ケース ロケータをという名前のパラメータが含まれます。

XML レポート ジェネレータ

このレポート ジェネレータは、キャプチャ可能なすべてのデータを使用して XML ファイルを作成します。キャプチャさ
れるデータは、テスト スイート エディタまたはステージング ドキュメント エディタのレポート オプションを使用して
制限できます。

このテーブル内のデータは、カスタム レポートのニーズに合わせて使用できます。

テスト、スイート、またはその両方が完了した後、 ポータルでそのレポート データを表示できます。XML データをファ
イルにエクスポートするには、「テストのレポート」を参照してください。

レポート データベースの変更

別のデータベースに接続するように  を設定する方法を、lisa.properties または site.properties で設定できます。 デー
タベース コンポーネントは、以下のように、定義されたプール設定に各コンポーネントを割り当てることによって設定
します。
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lisadb.reporting.poolName=common
lisadb.legacy.poolName=common
lisadb.acl.poolName=common

デフォルトでは、すべての  データベースは、ここで定義されるような共通の Derby データベース接続プールを共有して
います。

lisadb.pool.common.driverClass=org.apache.derby.jdbc.ClientDriver

lisadb.pool.common.url=jdbc:derby://localhost:1528/database/lisa.db;create=true

lisadb.pool.common.user=rpt

lisadb.pool.common.password=rpt

たとえば、レポート データベースが Oracle に接続するように変更する場合、まず新しいデータベース プール設定を定
義します。

lisadb.pool.mypool.driverClass=oracle.jdbc.OracleDriver

lisadb.pool.mypool.url=jdbc:oracle:thin:@//myhost:1521/orcl

lisadb.pool.mypool.user=rpt

lisadb.pool.mypool.password=rpt

その後、レポート コンポーネントがそのプールを使用するように設定します。

lisadb.reporting.poolName=mypool

レポート ポータルに入るには、ウィンドウの右上隅のデータベース アイコンにマウス カーソルを置いて、使用している
データベースの詳細を取得します。

レコーダおよびテスト ジェネレータ
のコードなしのテスト環境を使用すると、QA、開発、およびその他で、迅速な設計や機能テスト、ユニット テスト、レ
グレッション テスト、負荷テストを動的な Web サイト（RIA）に対して実行できます。

豊富なブラウザおよび Web ユーザ インターフェース、および UI の下に存在する多くの構成要素およびデータをテスト
するためにこの製品を使用できます。 では、要件が満たされていることを確認するために、チームが機能テストに必要
とするすべてのデータおよび実装レイヤに対して、分析、呼び出し、検証が可能です。

NOTE

詳細情報：

• Web サービスの生成
• Web サイトの記録
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Web サービスの生成

Web サービス（XML）テスト ケースを作成できます。Web サービス実行（XML）ステップを使用して、テスト ケース
内の Web サービス操作をコールし、応答および要求をテストします。これらの Web サービス操作は、Web サービス実
行（XML）ステップで使用した EJB のメソッド コールと同等の機能です。

このステップを使用するには、デモ サーバを実行していることを確認します。

Web サービスの生成には、以下の手順が含まれます。

Web サービス（XML）ステップの作成

以下の手順に従います。

1. でモデル エディタを開きます。
2. モデル エディタ ウィンドウで右クリックし、［ステップの追加］-［Web/Web サービス］-［Web サービス実行
（XML）］を選択します。
Web サービス ステップが追加されます。

3. ［ステップ情報］領域の addUser ステップの名前を変更します。
4. addUser ステップをダブルクリックします。
5. Web サービス実行エディタが開きます。
6. XML ドキュメントを作成するには、［新規ドキュメント］をクリックします。

Web サービス クライアントの作成

以下の手順に従います。

1. ［WSDL URL］フィールドに WSDL の場所を入力します。

http://WSSERVER:WSPORT/itko-examples/services/UserControlService?wsdl

2. ［サービス名］フィールドに「UserControlServiceService」と入力します。
Web サービスの名前には、スペースを使用しないでください。

3. ［ポート］フィールドに「UserControlServiceService」と入力します。
4. ［操作］リストから、テストする操作を選択します。
5. テストのエラー時に実行されるアクションに、［エラー時］リストから［テストを中止する］を選択します。

テスト ケースの実行

以下の手順に従います。

1. ［実行］

をクリックします。
テストが実行され、要求および応答が表示されます。

2. 実行時の要求を表示するには、［要求］タブをクリックします。
3. 実行時の応答を表示するには、［応答］タブをクリックします。

Web サイトの記録

 には、プロキシ レコーダを使用して Web サイト テスト ケースをテストする HTTP レコーダが用意されています。
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これは、Web サイトに対するパスの追跡を支援し、レコーディング中に生成される各 HTTP 要求のテスト ステップを自
動的に作成します。

NOTE
レコーディングの前には、ブラウザのキャッシュを無効化またはフラッシュして、Web レコーダがマルチバ
イト エンコーディング システムのサーバ応答パケットからクライアント要求パラメータ エンコーディングを
取得できるようにしてください。Web レコーダが応答パケットをキャプチャできない場合、デフォルトでは
ISO-8859-1 でパラメータをデコードまたはエンコードするため、キャプチャされたパラメータが文字化けする
可能性があります。

レコーディングを開始する方法

1. テスト ケース内で、［レコーディングまたはテンプレートでステップを作成］

をクリックします。
2. ［ユーザ インターフェース用テスト ケースを記録］-［Web レコーダ（HTTP プロキシ）］をクリックします。
また、メイン メニューから［アクション］-［ユーザ インターフェース用テスト ケースを記録］-［Web レコーダ
（HTTP プロキシ）］を選択することもできます。
これにより、HTTP テストを記録および再生するために使用するブラウザを起動できます。
– アクティブなタブにすでに開いているテスト ケースがある場合、ブラウザでテストを再生するかどうかを尋ねら
れます。

– 内に開いているテスト ケースがない場合、記録する Web サイトの名前を入力する［テスト レコーダ］ウィンド
ウが表示されます。

3. テストする Web ページの URL を入力します。

NOTE
たとえば、「localhost」と入力する http://localhost:8080/lisabank/ は、HTTP プロキシ レコーディングで
は動作しません。URL では、「localhost」の代わりにホスト名または IP アドレスを使用します。

4. 以下から基本設定を選択します。
– HTML 応答のみ： HTML 応答のみをキャプチャします。
– 外部ブラウザを使用： 外部ブラウザ ウィンドウを開きます。

ポートの使用方法

デフォルトでは、 プロキシ レコーダはポート 8010 をレコーディングに使用します。

このポートを使用しない場合、lisa.editor.http.recorderPort=8010 プロパティを使用して、lisa.properties ファイルの
設定を上書きできます。

レコーディングを開始するには、［レコーディングを開始］をクリックして Web レコーダを開始するか、または［プロ
キシ設定］をクリックしてプロキシを設定します。

以下のページを使用できます。

プロキシの設定

［プロキシ設定］ウィンドウを開くには、［テスト レコーダ］ウィンドウの［プロキシ設定］をクリックします。以下
のプロキシ設定を設定できます。

• プロキシを使用
プロキシ設定を使用するには、このオプションを選択します。このオプションは、プロキシ設定を入力してプロキシ
を必要に応じて使用する場合に役立ちます。

• Web プロキシ サーバ
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プロキシ サーバのホスト名（サーバ IP）とそのポート番号を入力します。
• プロキシ サーバを使用しないホストおよびドメイン
プロキシを使用しないサーバのホスト名およびドメインを入力します。プロキシ サーバを使用せずに直接接続するホ
ストのパイプ（|）区切りリストを入力します。アスタリスク（*）を一致のワイルドカード文字として使用できます
（例： 「*.foo.com|localhost」）。

• セキュア Web プロキシ サーバ
セキュア プロキシ設定を入力します。

• プロキシ サーバを使用しないホストおよびドメイン
プロキシを使用しないホスト名およびドメインを入力します。

• 単純なホスト名を除外
単純なホスト名（たとえば、192.168.1.1 や server1.company.com ではなく localhost やサーバ名）を除外する場合
に選択します。

• プロキシ サーバ認証
以下の認証情報を入力します。
– ドメイン
– ユーザ名
– パスワード

• 事前送信
［チャレンジを待機］、［ベーシックを送信］、または［NTLM を送信］を選択します。

NOTE
認証が必要な場合、プロキシ サーバは通常、すべての要求でチャレンジを送信します。プロキシ サーバが
チャレンジを送信しない場合、このフィールドを設定すると最初の要求に認証ヘッダを強制的に設定しま
す。

変更を保存してプロキシ設定を設定するには、［OK］をクリックします。

レコーディングを開始

テストのレコーディングを開始する方法：

1. テスト ジェネレータの［レコーディングを開始］をクリックします。
［テスト レコーダ］ウィンドウが開き、ロードした Web ページの URL が表示されます。

NOTE
Unicode 文字を記録するには、外部ブラウザを使用してください。

2. ユーザと同じように情報を入力することで、Web ページをテストできます。
3. 入力の完了後、ブラウザ アクティビティのレコーディングを停止するには、［テスト レコーダ］ウィンドウの下部
の［レコーディングの停止］をクリックします。
［記録されたエレメント］ウィンドウが表示されます。

4. ［編集内容をコミット］をクリックして、レコーディングを完了します。

記録されたトランザクションの表示

レコーディングを停止した後、記録されたトランザクションはすべて［記録されたエレメント］タブに表示されます。

すべてのトランザクションが左側のパネルにリスト表示されます。ステップ詳細および応答は、右側のタブに表示されま
す。

以下の手順に従います。

1. ［応答］タブを選択して、記録された HTML 応答を表示します。
2. ［テスト レコーダ］内のこれらのトランザクションをコミットするには、［編集内容をコミット］をクリックしま
す。
［Web レコーディングのパラメータ］パネルが表示されます。
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3. テストに必要なパラメータを入力します。
4. テスト ステップとしてトランザクションを追加するには、［テスト レコーダ］ウィンドウの下部の［テストに追加
して閉じる］をクリックします。
テスト ケースは、 ワークフローの HTTP 要求に基づいて作成されます。テスト ケースの各ステップは、記録された
HTTP 要求を表しています。

ITR における表示

ITR でこのテスト ケースを実行すると、これらすべてのトランザクションを再度表示できます。

記録されたステップの詳細を表示するには、［表示］-［ソース］-［DOM ツリー］タブを参照します。

DevTest での BeanShell の使用
BeanShell （http:// www.beanshell.org/）は、フリーでオープン ソースの軽量な Java スクリプト言語です。BeanShell
は、リフレクション API を使用して Java ステートメントおよび式を動的に実行する Java アプリケーションで
す。BeanShell の使用によって、クラス ファイルをコンパイルする必要がなくなります。

BeanShell では、コマンドラインに標準的な Java 構文（ステートメントおよび式）を入力して、結果をすぐに確認でき
ます。また、Swing GUI も使用可能です。BeanShell は Java クラスからもコールできます。これは、この製品での使用
方法です。

BeanShell は複数の場所で使用されます。

• プロパティ式を解釈するため
• JavaScript テスト ステップのインタープリタ フレームワークとして
• スクリプト実行によるアサート アサーションのインタープリタ フレームワークとして

BeanShell スクリプト言語の使用

BeanShell Java とコンパイルされた Java の主な違いは、型システムにあります。Java は強く型付けされます
が、BeanShell はスクリプト環境で型付けを緩くできます。ただし、必要に応じて、BeanShell での型付けを厳密に強制
することができます。

BeanShell では、型付けが自然な方法で緩められているため、標準的な Java メソッド コードのように見える BeanShell
スクリプトを作成することができます。ただし、Java 構文フレームワークを維持しつつ、Perl や JavaScript などの従来
のスクリプト言語のように見えるスクリプトを作成することもできます。

変数が型付けされている場合、BeanShell は型をサポートおよびチェックします。変数が型付けされていない場
合、BeanShell は変数の実際の型を誤って使用しようとした場合にエラーを返すだけです。

以下の Java フラグメントはすべて BeanShell で有効です。

foo = "Foo";

four = (2+2) * 2 / 2.0;

print(foo + " = " + four);

.

.

hash = new Hashtable();
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date = new Date();

hash.put("today", date);

.

.

BeanShell では、メソッドを宣言し、その後にメソッドを使用できます。引数および戻り値型も緩く型付けできます。

• 型付け
int addTwoNumbers(int a, int b){
return a + b;
}

• 緩い型付け
add (a,b){
return a + b;
}

2 番目の例では、以下は正しく動作します。

sumI = add (5,7);

sumS = add("DevTest " , "Rocks");
sumM = add ("version ", 2);

BeanShell は、その使用を容易にするコマンドのライブラリも提供しています。

これらのコマンドの例を以下に示します。

• source()： BeanShell （bsh）スクリプトを読み込みます。
• run()： bsh スクリプトを実行します。
• exec()： ネイティブ アプリケーションを実行します。
• cd()、copy() など： UNIX ライクなシェル コマンド。
• print()： 文字列として引数を出力します。
• eval()： コードとして文字列の引数を評価します。

詳細については、http://www.postgresql.org にある BeanShell のユーザ ガイドを参照してください。

また、同じ場所で、BeanShell、ソース コード、および完全な Javadoc を取得できます。

スタンドアロンでの BeanShell の使用

BeanShell はスタンドアロン インタープリタとして使用可能なため、 の外部で試行できます。BeanShell
は、www.beanshell.org からダウンロードできます。このダウンロードは、bsh-xx.jar （xx はバージョン番号。現在は
2.0）という名前の単一の小さな JAR ファイルです。この JAR ファイルをクラスパスに追加します。

以下の設定で BeanShell を使用することができます。

• コマンドラインから： java bsh.Interpreter [スクリプト名] [引数]
• BeanShell GUI から： java bsh.Console
• Java クラスから：
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Import bsh.Interpreter;

.

.

Interpreter I = new Interpreter();

i.set ("x",5);

i.set("today", new Date());

Date d = (Date)i.get("date");

i.eval("myX = x * 10");

System.out.println(i.get("myX"));

での BeanShell の使用

BeanShell インタープリタは、JavaScript 実行ステップおよびスクリプト実行によるアサートアサーションで使用されま
す。これらのエレメントは、どちらも  Java オブジェクトと現在の  の状態（プロパティ）を公開します。これにより、
カスタム機能を追加するための強力な環境が実現します。公開された Java オブジェクトは、テストの現在の状態の確認
と変更の両方に使用できます。たとえば、スクリプト内の  プロパティの読み取り、変更、作成ができます。

出発点として、 の TestExec クラスを理解してください、TestExec およびその他の多くのクラスの情報については、
「SDK の使用」を参照してください。

また、 は、等号が存在する場合に、BeanShell 内部プロパティ表記を使用します。以下に例を示します。

{{= new Date()}} 

このプロパティ式は、BeanShell を使用して解釈されます。

日付ユーティリティの使用

com.itko.util.DateUtils クラスには、静的メソッドとして多くの日付ユーティリティ関数が含まれています。これらのす
べての関数は、文字列として整形された日付を返します。これらの関数は、パラメータ式または JavaScript ステップで
使用できます。

com.itko.util.DateUtils.formatDate(Date date, String format)

com.itko.util.DateUtils.formatCurrentDate(String format)

com.itko.util.DateUtils.formatCurrentDate(int offsetInSec, String format)

com.itko.util.DateUtils.rfc3339(Date date)

com.itko.util.DateUtils.rfc3339()
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com.itko.util.DateUtils.rfc3339(int offsetInSec)

com.itko.util.DateUtils.samlDate(Date date)

com.itko.util.DateUtils.samlDate()

com.itko.util.DateUtils.samlDate(int offsetInSec)

たとえば、整形された日付文字列をとる Web サービス コールがあり、サーバが 2 分遅れている場合、以下を使用できま
す。

=com.itko.util.DateUtils.formatCurrentDate(-120,"yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ")

これは、「2007-11-22T13:30:37.545-0500」という文字列（これらのガイドラインに従って整形された現在の時刻から
120 秒を引いた値）を生成します。

RFC 3339 は、デフォルトの Java 日付フォーマッタが生成する日付とはわずかに異なります。厳密な RFC 3339 の日付
を必要とする場合、rcf3339 関数を使用できます。

=com.itko.util.DateUtils.rfc3339()

これは、「2007-11-22T13:30:37.545-05:00」という文字を生成します。

SAML の日付は、「yyyy-MM-dd'THH:mm:ss'Z」という形式を使用して整形されます。samlDate 関数は単なるヘルパー
です。したがって、formatDate API を使用するときは、その文字列の形式を記憶している必要はありません。

詳細については、以下を参照してください。

http://download.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/java/text/SimpleDateFormat.html

http://tools.ietf.org/html/rfc3339#section-5.6

クラス ローダ サンドボックスの例
以下の Java クラスは、静的な変数にアクセスして変更を行うため、マルチスレッドまたはマルチユーザで実行できない
クラスの簡単な例です。

public class NeedsASandbox \{

 

static \{

 

System.out.println("This is my static initializer. You will see this many times.");
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static String s;

 

 

 

public NeedsASandbox() \{\};

 

 

 

public void setS(String s)\{

 

this.s = s;

 

public String getS() \{

 

return s;

このクラスは、クラス ローダ サンドボックスで実行する必要があります。

たとえば、 でこのクラスを実行し、10 人のユーザの負荷テストを作成すると仮定します。クラス ローダ サンドボック
スを使用しない場合、System.out.println のテキストは 1 回しか表示されず、s の値は正しくありません。これは、すべ
てのユーザが 1 つのクラス ローダで実行されているためです。この場合、この特定のクラスは失敗します。これがアプ
リケーションの正しい機能であると仮定し、これを適切に動作させるためにクラス ローダ サンドボックスのサポートを
使用します。

クラス ローダ サンドボックス コンパニオンを作成すると、 が 10 人のユーザをステージングした場合、コードのテキス
トが 10 回表示されます。 は、10 個の個別のクラス ローダを構築して、このクラスを 10 回インスタンス化します。つ
まり、クラス変数「static string s」の 10 個の個別のインスタンスがあります。この機能によって、スレッド セーフでは
ないアプリケーション ロジックを同時ユーザ テストで実行できます。

以下の 3 つの条件が存在する場合にのみ、クラス ローダ サンドボックス コンパニオンは役立ちます。

• で POJO をテストしている。
• POJO に静的なメンバがある。
• 複数の仮想ユーザを使用してテストしている。
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DDL の生成
local.properties で以下のプロパティを設定すると、レポートおよび VSE 用の DDL が作成されます。

• eclipselink.ddl-generation=create-tables
• eclipselink.ddl-generation.output-mode=sql-script
• eclipselink.target-database=Oracle

エージェント、Application Insight、および CVS 用の DDL を作成するには、以下のコマンドを使用します。

• java -jar LisaAgent.jar -ddl oracle （Application Insight 用の Oracle DDL を生成します）
• java -jar LisaAgent.jar -ddl mysql （Application Insight 用の MySQL DDL を生成します）

Service Virtualization の使用
Service Virtualization では、ソフトウェアのサービスの動作を仮想化し、開発およびテスト中に実際のサービスの代わり
となる仮想サービスをモデル化することができます。

NOTE

ポータルは、 製品で最もよく使用されるワークフローへのアクセスを簡単にする Web ベースのアプリケー
ションです。 は上級ユーザ向けのメイン アプリケーションであり、 製品の内部で使用できるすべての機能が
含まれています。ポータルで利用可能な機能の概要については、「DevTest ポータルの機能」を参照してくだ
さい。

サービスの仮想化の概要

アプリケーションを開発してテストするときは、多くの場合、アプリケーションが期待どおりに動作していることを確認
する 1 つ以上のサービスにアクセスする必要があります。

これらの従属サービスが制約になることができます。以下に例を示します。

• サービスを使用するのにコストがかかる。
• サービスは、制限された時間帯にのみ使用可能である。
• サービスは、複数のチームで必要です。
• サービスはまだ開発中である。

サービスの仮想化では、シミュレートされたバージョンのサービスを作成できます。シミュレートされたバージョン
は、######と呼ばれます。

仮想サービスは、実際のサービスのすべての機能を複製する必要はありません。

サービス仮想化の潜在的なメリットには、より迅速なデリバリ、品質の向上、コスト削減が含まれます。

WARNING

によって提案される価値は、ユーザによる実システムの動作をエミュレートする仮想サービスの作成を可能に
するという概念を基に構築されています。エミュレートされる動作のレベルは、ユーザが決定できます。この
提案をサポートするために、 は OS レベルのコマンドの実行およびスクリプト化されコンパイルされたコード
の実行をユーザに許可する様々な機能を実装しています。実際、本製品の 2 つの主要かつ特徴となる機能であ
る、マジック ストリングとマジック デートは、その目標を完遂するためにスクリプティングに依存していま
す。

サードパーティによって提供されるリソース（アセット）を使用する場合、注意が必要です。

製品構成

Service Virtualization には、2 つの製品構成があります。
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• Service Virtualization
Service Virtualization は、開発、統合、テスト、およびユーザ承認のユース ケースを対象にしています。これらの製
品のインスタンスは、一度に 10 個の並列トランザクション、または 1 秒間に約 10 個のトランザクションを処理しま
す。

• Service Virtualization for Performance
Service Virtualization for Performance はパフォーマンス テスト アプリケーション専用であり、基盤となるハード
ウェアおよびネットワークによってのみ制限を受ける、より拡張性の高い製品です。

デフォルト設定は Service Virtualization です。デフォルト設定を上書きする方法についての詳細は、「SV のインストー
ルおよび設定」を参照してください。

NOTE

詳細情報：

• CA Service Virtualization での DevTest ポータルの使用
• CA Service Virtualization でのワークステーションおよびコンソールの使用

SV のインストールおよび設定
このセクションでは、Service Virtualization のシステム要件、製品をインストールして設定する方法について説明しま
す。

Service Virtualization のシステム要件

詳細については、「システム要件」を参照してください。

ソフトウェア ディレクトリ構造およびファイル

以下のリストでは、DevTest Solutions ディレクトリ構造について説明します。これらのディレクトリは、 ルート インス
トール フォルダに含まれています。

• bin
TestRegistry.exe、Workstation.exe、VirtualServiceEnvironment.exe、VSEManager.exe などの実行可能ファイルが含
まれます。

• DemoServer
デモ サーバが含まれます。

• doc
ドキュメントが含まれます。

• examples/VServices
Service Virtualization に関する例が含まれます。

• tmp
VSEが一時的に会話とステートレス トランザクションを格納する VSE ワークスペースが含まれます。

• vseDeploy
展開された VSMs および関連データが含まれます。

Service Virtualization のインストール

Service Virtualization ソフトウェアは、 サーバと共にインストールされます。DevTest Solutions のインストールと設定
の詳細については、「インストール」を参照してください。

Service Virtualization を使用するには、以下のプロセス（またはサービス）が実行中である必要があります。

• Registry（DevTest レジストリ サービス）
• VirtualServiceEnvironment（VSE サービス）
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サーバ レベルのサービスとして、Service Virtualization は、関連付けられたコーディネータおよびシミュレータがあるレ
ジストリと共存できます。シミュレータおよびコーディネータは Service Virtualization の実行に必須ではありません。

Service Virtualization の設定

Service Virtualization を正しく設定するには、以下のタスクを完了します。

1. ユーザおよびモニタ使用状況をセットアップします。
DevTest Solutions ライセンスは、製品全体向けです。使用許諾契約によって、（ほかにもユーザ タイプはあります
が） SV パワー ユーザ ユーザ タイプの同時ユーザの最大数が指定されます。管理者は、SV パワー ユーザ ユーザ タ
イプに関連付けられた各種権限を Service Virtualization ユーザに付与します。定期的に、管理者は、同時使用の最大
数の遵守をモニタするため、使用状況レポートを生成します。「管理」を参照します。

2. ローカル ホストに対してプロキシを設定します。
が VSE の HTTP クライアントとして動作する場合、 からの HTTP トラフィックを VSE に渡す必要があり
ます。HTTP トラフィックを渡す一般的な方法は、VSE を Web プロキシとして設定することです。ただし、
「localhost」のような単純な名前に対しては、プロキシの使用がデフォルトで無効になっています。
local.properties ファイルでこの動作を上書きできます。
以下の手順に従います。
a. ルート インストール フォルダの local.properties ファイルを開きます。
b. lisa.http.webProxy.nonProxyHosts.excludeSimple プロパティのコメントを外します。
c. このプロパティの値を false に設定します。

 lisa.http.webProxy.nonProxyHosts.excludeSimple=false 
 

d. ファイルを保存して閉じます。
3. local.properties ファイルでその他の設定を定義します（オプション）。
必要に応じて、local.properties ファイルで以下の追加設定を行うことができます。
– lisa.vseName=VSENAME

VSE サーバの名前を変更するには、このプロパティを追加し、VSENAME が VSE サーバの名前となる値を変更し
ます。

– 以下のいずれかです。
lisa.registryName=REGISTRY
or
lisa.registryName=tcp://111.666.11.198:2010/REGISTRY

別のテスト レジストリに接続する方法
a. local.properties に lisa.registryName プロパティを追加します。
b. REGISTRY の値を新しいテスト レジストリの名前に変更します。

Service Virtualization でのパフォーマンス テスト

Service Virtualization でのパフォーマンス テストに関する詳細については、アカウント チームにお問い合わせくださ
い。

NOTE

詳細

• データベース シミュレータのインストール
• 主なデータベース用の DDL
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データベース シミュレータのインストール
JDBC トラフィックを記録するには、 シミュレーション JDBC ドライバをデータベース クライアントにインストールし
ます。データベース クライアントは、実際のドライバの代わりに  ドライバを使用します。

NOTE
JDBC （ドライバ ベース）トランスポート プロトコルはサポートされていません。この機能はエージェント
ベースの JDBC 仮想化に置き換えられます。

以下の手順に従います。

1. LISA_HOME\lib\core ディレクトリの JAR ファイル lisa-jdbc-sim-x.y.z.jar （x.y.z は  リリース レベル）をデータ
ベースのクラスパスにコピーします。
この JAR ファイルには、 シミュレーション JDBC ドライバが含まれます。データベース クライアントとしてのデモ
サーバの使用を支援するため、ドライバは、デモ サーバの DEMO_HOME\jboss\server\default\lib ディレクトリにす
でにコピーされています。

2. ドライバ クラスを com.itko.lisa.vse.jdbc.driver.Driver に設定します。データベース クライアントが使用する
JDBC のスタイルに応じて、ドライバ クラスを設定します。
– DriverManager スタイル
アプリケーション サーバでは、データベース クライアントが接続を取得するために Java DriverManager を使用す
ることはほとんどありません。アプリケーション サーバがそれを実行する場合は、データベース クライアントの
起動コマンドに以下のコマンドを追加します。

-Djdbc.drivers=com.itko.lisa.vse.jdbc.driver.Driver

このプロパティがすでに使用されている場合は、 ドライバを前に追加します。 ドライバをほかのドライバ クラス
名とコロン（:）で分けます。

– DataSource スタイル
データベース クライアントが接続を取得するために DataSource スタイルを使用する場合（デモ サーバと同
様）は、その設定を更新します。設定でデータ ソース定義を指定する場所に、使用する JDBC ドライバとして
com.itko.lisa.vse.jdbc.driver.Driver を指定し、接続 URL を指定します。

3. パススルーを達成するには、 シミュレーション JDBC ドライバが実際のドライバ情報を識別できるように、接続
URL を変更します。接続 URL は以下の形式にします。

name=value[;name=value...]

– name
jdbc:lisasim:driver： 値は、使用する実際の JDBC ドライバの完全修飾クラス名である必要があります。
url： 値は、実際のドライバが予期する接続 URL に設定する必要があります（最後のプロパティとして定義する必
要があるため、セミコロンを含めることができます）。

NOTE
VSE は、パススルー ドライバとして Oracle Thin ドライバをサポートしません。Oracle シン ドライバ
は、完全な JDBC 実装を提供しません。データベースとして Oracle を使用する場合は、仮想化にその他の
JDBC ドライバを使用します。

接続 URLの設定例については、DEMO_HOME\jboss\server\default\deploy\itko-example-ds.xml を参照してくださ
い。

以下の図は、WebMethods 環境でデータベースを仮想化する例を示しています。
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シミュレーション ドライバと Application Insight ドライバの両方を使用するには、シミュレーション ドライバを「外
部」ドライバにします。Application Insight クラスおよび URL を指定します。 デモ サーバの JBoss への  データ ソース
を定義する例については、DEMO_HOME\jboss\server\default\deploy フォルダにある itko-example-ds.xml ファイル
を参照してください。

その他の起動プロパティ

データベース クライアントの接続タイプに関係なく、データベース クライアントの起動コマンドに以下のプロパティを
追加して、シミュレーション ドライバに影響を及ぼすことができます。

• lisa.jdbc.sim.require.remote
ドライバが動作するために、 または VSE サーバとのアクティブな接続が必要かどうかを指定します。これは、デー
タベース クライアントと VSE を同期させて、サーバが実行するすべてのデータベース起動アクティビティを記録ま
たは再生する最適な方法です。
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値:
– true：  または VSE サーバとのアクティブな接続が行われるまで、ドライバがブロックされます。
– false： ドライバはアクティブな接続を必要としません。
デフォルト： false

• lisa.jdbc.sim.port
ドライバがレコーダまたは実行中の仮想サービス モデルから接続をリスンする IP ポートを定義します。
デフォルト： 2999

主なデータベース用の DDL
にファイルの DDL を生成させるには、local.properties ファイルに以下の行を追加します。

eclipselink.ddl-generation=create-tables

eclipselink.ddl-generation.output-mode=sql-script

eclipselink.target-database=Oracle

これらのプロパティを追加して  を起動すると、必要な DDL が含まれる以下のファイルが作成されます。

• createDDL.jdbc
• dropDDL.jdbc

target-database の値を変更することにより、別の DBMS 用の DDL を生成できます。

NOTE

詳細情報：

• セッションの EclipseLink 永続性ユニット プロパティ
• スキーマ生成の EclipseLink 永続性ユニット プロパティ

セッションの EclipseLink プロパティ

persistence.xml ファイルの以下の EclipseLink JPA 永続性ユニット プロパティを使用して、セッションのための
EclipseLink の拡張を設定できます。これらのプロパティをターゲット データベースおよびアプリケーション サーバとし
て使用することもできます。

• eclipselink.session-name
静的なセッション マネージャに格納される EclipseLink セッションの名前を定義します。このオプションは、JPA
のコンテキスト外の EclipseLink 共有セッションにアクセスする必要がある場合に使用します。EclipseLink
sessions.xml ファイルで設定されている既存の EclipseLink セッションを使用する場合にも、このオプションを使用
します。
値： サーバ展開で一意の有効な EclipseLink セッション名。
デフォルト： EclipseLink で生成された一意の名前。
例：

persistence.xml file<property value="MySession"/
> Example: property Mapimport org.eclipse.persistence.config.PersistenceUnitProperties;propertiesMap.put(PersistenceUnitProperties.SESSION_NAME, "MySession"); 

• eclipselink.sessions-xml
EclipseLink セッション設定ファイル sessions.xml からロードされる永続性情報を定義します。
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このオプションは、アノテーションおよび展開 XML の代わりとして使用できます。このプロパティを指定する
と、EclipseLink は、persistence.xml、ORM.xml、およびその他のマッピング ファイルからすべてのクラス アノテー
ションおよびオブジェクト リレーショナル マッピングを上書きします。
セッションを指定するには、eclipselink.session-name プロパティを設定します。

NOTE
このプロパティの値を指定しないと、sessions.xml ファイルは使用されません。

値： セッション XML ファイルのリソース名。
例：

persistence.xml file<property value="mysession.xml"/
> Example: property Mapimport org.eclipse.persistence.config.PersistenceUnitProperties;propertiesMap.put(PersistenceUnitProperties.SESSIONS_XML, "mysession.xml"); 

• eclipselink.session-event-listener
ブートストラップ中に追加される記述子イベント リスナを定義します。
値： org.eclipse.persistence.sessions.SessionEventListener インターフェースを実装するクラスの修飾クラス名。
例：

Persistence.xml file<property value="mypackage.MyClass.class"/
> Example: property Mapimport org.eclipse.persistence.config.PersistenceUnitProperties;propertiesMap.put(PersistenceUnitProperties.SESSION_EVENT_LISTENER_CLASS, "mypackage.MyClass.class");

• eclipselink.session.include.descriptor.queries
デフォルトで、すべての指定クエリを記述子からセッションにコピーするかどうかを指定します。これらのクエリに
は、EclipseLink API、記述子修正メソッドなどを使用して定義されるクエリが含まれます。
値:
– true： すべての指定クエリが記述子からセッションにデフォルトでコピーされます。
– false： すべての指定クエリは記述子からセッションにデフォルトでコピーされません。
デフォルト： true。
例：

Persistence.xml file<property value="false"/
>Example: property Mapimport org.eclipse.persistence.config.PersistenceUnitProperties;propertiesMap.put(PersistenceUnitProperties.INCLUDE_DESCRIPTOR_QUERIES, "false"); 

• eclipselink.target-database
JPA アプリケーションで使用するデータベースのタイプを指定します。
値:
persistence.xml ファイルおよび org.eclipse.persistence.config.TargetDatabase で使用される効な値は、以下のと
おりです。
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– Attunity： Attunity データベースを使用するように永続性プロバイダを設定します。
– Auto： EclipseLink はデータベースにアクセスし、JDBC が提供するメタデータを使用してターゲット データベー
スを決定します。この値は、このメタデータをサポートする JDBC ドライバに適用されます。

– Cloudscape： Cloudscape データベースを使用するように永続性プロバイダを設定します。
– Database： ターゲット データベースがここにリストされておらず、JDBC ドライバが Auto オプションで必要な
メタデータの使用をサポートしない場合には、一般的な選択肢を使用するように永続性プロバイダを設定します。

– DB2： DB2 データベースを使用するように永続性プロバイダを設定します。
– DB2Mainframe： DB2Mainframe データベースを使用するように永続性プロバイダを設定します。
– DBase： DBase データベースを使用するように永続性プロバイダを設定します。
– Derby： Derby データベースを使用するように永続性プロバイダを設定します。
– HSQL： HSQL データベースを使用するように永続性プロバイダを設定します。
– Informix： Informix データベースを使用するように永続性プロバイダを設定します。
– JavaDB： Java DB データベースを使用するように永続性プロバイダを設定します。
– MySQL： MySQL データベースを使用するように永続性プロバイダを設定します。
– Oracle： Oracle データベースを使用するように永続性プロバイダを設定します。
– PointBase： PointBase データベースを使用するように永続性プロバイダを設定します。
– PostgreSQL： PostgreSQL データベースを使用するように永続性プロバイダを設定します。
– SQLAnywhere： SQL Anywhere データベースを使用するように永続性プロバイダを設定します。
– SQLServer： SQL Server データベースを使用するように永続性プロバイダを設定します。
– Sybase： Sybase データベースを使用するように永続性プロバイダを設定します。
– TimesTen： TimesTen データベースを使用するように永続性プロバイダを設定します。また、値として

org.eclipse.persistence.platform.DatabasePlatform クラスのサブクラスの完全修飾クラス名を設定できます。
デフォルト： Auto
例：

Persistence.xml file<property value="Oracle"/
>Example: property Mapimport org.eclipse.persistence.config.TargetDatabase;import org.eclipse.persistence.config.PersistenceUnitProperties;propertiesMap.put(PersistenceUnitProperties.TARGET_DATABASE, TargetDatabase.Oracle);

• eclipselink.target-server
JPA アプリケーションが使用するアプリケーション サーバのタイプを指定します。
値:
persistence.xml ファイルおよび org.eclipse.persistence.config.TargetServer で使用される有効な値は、以下のと
おりです。
– None： アプリケーション サーバを使用しないように永続性プロバイダを設定します。
– WebLogic： Oracle WebLogic Server を使用するように永続性プロバイダを設定します。このサーバは、自動的に
このプロパティを設定します。無効な場合にのみ、設定してください。

– WebLogic_9： Oracle WebLogic Server バージョン 9 を使用するように永続性プロバイダを設定します。
– WebLogic_10： Oracle WebLogic Server バージョン 10 を使用するように永続性プロバイダを設定します。
– OC4J： OC4J を使用するように永続性プロバイダを設定します。
– SunAS9： Sun Application Server バージョン 9 を使用するように永続性プロバイダを設定します。このサーバ
は、自動的にこのプロパティを設定します。無効な場合にのみ、設定してください。

– WebSphere： WebSphere Application Server を使用するように永続性プロバイダを設定します。
– WebSphere_6_1： WebSphere Application Server バージョン 6.1 を使用するように永続性プロバイダを設定しま
す。

– JBoss： JBoss Application Server を使用するように永続性プロバイダを設定します。
– org.eclipse.persistence.platform.ServerPlatform インターフェースを実装するカスタム サーバ クラスの完全修
飾クラス名。

デフォルト： None
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例：

persistence.xml file<property value="OC4J_10_1_3"/
>Example: property Mapimport org.eclipse.persistence.config.TargetServer;import org.eclipse.persistence.config.PersistenceUnitProperties;propertiesMap.put(PersistenceUnitProperties.TARGET_SERVER, TargetServer.OC4J_10_1_3);

スキーマの EclipseLink プロパティ

スキーマ生成を設定するために、persistence.xml ファイルで EclipseLink JPA 永続性ユニット プロパティを定義できま
す。

• eclipselink.ddl-generation
JPA エンティティに対して使用するデータ定義言語（DDL）生成アクションを指定します。DDL 生成ターゲットを指
定するには、「eclipselink.ddl-generation.output-mode」を参照してください。
値:
persistence.xml ファイルでは以下の値を使用できます。
– none： EclipseLink は DDL を生成しません。スキーマは生成されません。
– create-tables： EclipseLink は、各テーブルに対して CREATE TABLE SQL コマンドを実行しようとします。既存
のテーブルに対して CREATE TABLE SQL コマンドを発行すると、EclipseLink は、お使いの特定のデータベース
および JDBC ドライバの組み合わせのデフォルトの動作に従います。ほとんどの場合、例外がスローされ、テーブ
ルは作成されません。また、EclipseLink は以下のステートメントを続行します。

– drop-and-create-tables： EclipseLink は、すべてのテーブルの DROP してから、すべてテーブルの CREATE しよ
うとします。EclipseLink は、問題が発生した場合、お使いの特定のデータベースおよび JDBC ドライバの組み合
わせのデフォルトの動作に従います。その後、EclipseLink は以下のステートメントを続行します。

org.eclipse.persistence.config.PersistenceUnitProperties の有効な値は、以下のとおりです。
– なし
– CREATE_ONLY
– DROP_AND_CREATE
Java SE 環境で永続性を使用する場合に、テーブルを作成せずに DDL ファイルを作成するには、Java システム プロ
パティ INTERACT_WITH_DB を定義して、その値を false に設定します。
デフォルト： 以下のいずれかです。
– なし
– PersistenceUnitProperties.NONE
例：

persistence.xml file<property value="create-tables"/
>Example: property Mapimport org.eclipse.persistence.config.PersistenceUnitProperties;propertiesMap.put(PersistenceUnitProperties.DDL_GENERATION, PersistenceUnitProperties.CREATE_ONLY);

• eclipselink.application-location
EclipseLink が、生成された DDL ファイルを書き込む場所を指定します。eclipselink.ddl-generation を none 以外の
値に設定すると、ファイルが書き込まれます。
値： ユーザが書き込みアクセス権を持つディレクトリへのファイル指定。ファイル指定は、現在の作業ディレ
クトリに対して相対的に指定するか、または絶対的に指定できます。ファイル区切り記号で終了していない場
合、EclipseLink は、お使いのオペレーティング システムで有効な区切り記号を追加します。
デフォルト： 以下のいずれかです。
"."+File.separator
or
<tt>PersistenceUnitProperties.DEFAULT_APP_LOCATION</tt>
例：
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persistence.xml file<property value="C:\ddl\"/
>Example: property Mapimport org.eclipse.persistence.config.PersistenceUnitProperties;propertiesMap.put(PersistenceUnitProperties.APP_LOCATION, "C:
\ddl\");

• eclipselink.create-ddl-jdbc-file-name
EclipseLink が生成する DDL ファイルのファイル名を指定します。このファイルには、JPA エンティティ用のテーブ
ルを作成するための SQL ステートメントが含まれます。eclipselink.ddl-generation に create-tables または drop-
and-create-tables が設定されている場合、このファイルは eclipselink.application-location で指定されている場所に
書き込まれます。
値： お使いのオペレーティング システムで有効なファイル名。eclipselink.application-location と
eclipselink.create-ddl-jdbc-file-name の連結が、お使いのオペレーティング システムに有効なファイル指定である
場合には、必要に応じて、ファイル名をファイル パスにプレフィックスできます。
デフォルト： 以下のいずれかです。
– createDDL.jdbc
or
– PersistenceUnitProperties.DEFAULT_CREATE_JDBC_FILE_NAME
例：

persistence.xml file<property value="create.sql"/
> Example: property Mapimport org.eclipse.persistence.config.PersistenceUnitProperties;propertiesMap.put(PersistenceUnitProperties.CREATE_JDBC_DDL_FILE, "create.sql");

• eclipselink.drop-ddl-jdbc-file-name
EclipseLink が生成する DDL ファイルのファイル名を指定します。このファイルには、JPA エンティティ用のテーブ
ルをドロップするための SQL ステートメントが含まれます。eclipselink.ddl-generation が drop-and-create-tables
に設定されている場合、このファイルは eclipselink.application-location で指定されている場所に書き込まれます。
値： お使いのオペレーティング システムで有効なファイル名。eclipselink.application-location と eclipselink.drop-ddl-
jdbc-file-name の連結が、お使いのオペレーティング システムに有効なファイル指定である場合には、必要に応じ
て、ファイル名をファイル パスにプレフィックスできます。
デフォルト： 以下のいずれかです。
– dropDDL.jdbc
or
– PersistenceUnitProperties.DEFAULT_DROP_JDBC_FILE_NAME
例：

persistence.xml file<property value="drop.sql"/
>Example: property Mapimport org.eclipse.persistence.config.PersistenceUnitProperties;propertiesMap.put(PersistenceUnitProperties.DROP_JDBC_DDL_FILE, "drop.sql");

• eclipselink.ddl-generation.output-mode
DDL 生成のターゲットを定義します。
値:
persistence.xml ファイルで使用される有効な値は、以下のとおりです。
– both

SQL ファイルを生成し、データベースに対して実行します。
eclipselink.ddl-generation が「create-tables」に設定されている場合、eclipselink.create-ddl-jdbc-file-name が
eclipselink.application-location に書き込まれてから、データベースに対して実行されます。
eclipselink.ddl-generation が「drop-and-create-tables」に設定されている場合、eclipselink.create-ddl-jdbc-file-name
と eclipselink.drop-ddl-jdbc-file-name の両方が eclipselink.application-location に書き込まれます。両方の SQL
ファイルがデータベースに対して実行されます。

• – database
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データベースに対してのみ SQL を実行します（SQL ファイルを生成しません）。

• – sql-script

SQL ファイルの生成のみ行います（データベースに対して実行しません）。
eclipselink.ddl-generation が「create-tables」が設定されている場合、eclipselink.create-ddl-jdbc-file-name が
eclipselink.application-location に書き込まれます。コマンドはデータベースに対して実行されません。
eclipselink.ddl-generation が「drop-and-create-tables」に設定されている場合、eclipselink.create-ddl-jdbc-file-name
と eclipselink.drop-ddl-jdbc-file-name の両方が eclipselink.application-location に書き込まれます。どちらもデータ
ベースに対して実行されません。org.eclipse.persistence.config.PersistenceUnitProperties の有効な値は、以下のと
おりです。

• – • DDL_BOTH_GENERATION - 「both」を参照してください。
– • DDL_DATABASE_GENERATION - 「database」を参照してください。

• DDL_SQL_SCRIPT_GENERATION - 「sql-script」を参照してください。
デフォルト： コンテナまたは Java EE モードのデフォルトは {{database}} です。
例：

persistence.xml file<property value="database"/
>Example: property Mapimport org.eclipse.persistence.config.PersistenceUnitProperties;propertiesMap.put(PersistenceUnitProperties.DDL_GENERATION_MODE, PersistenceUnitProperties.DDL_DATABASE_GENERATION);

NOTE
この設定は、コンテナと特定の EclipseLink サポートによって上書きされます。詳細については、コ
ンテナのドキュメントを参照してください。ブートストラップまたは Java SE モード： both または
PersistenceUnitProperties.DDL_BOTH_GENERATION。

単一のサーバ上で複数の VSE サービスを実行する方法
仮想サービスへのユーザ アクセスを制限するために、単一のサーバ上で複数の VSE サービスを実行することができま
す。

サーバ コンピュータ上の利用可能なハードウェアに基づき、VSE の作成数には制限があり、VSE を実行するための必
要最小限のハードウェアは 2 CPU および 4 GB RAM で、これは最大 250 TPS までサポートしています。利用可能な
ハードウェアと TPS 要件に基づいて、VSE の各インスタンスに割り当てられるハードウェアの量、およびサーバ コン
ピュータ上で実行する VSE のインスタンスの総数を決定します。

以下の手順に従います。

1. VirtualServiceEnvironmentService.exe を VirtualServiceEnvironmentService2.exe にコピーします。
このファイルは、LISA_HOME\bin ディレクトリにあります（例： C:\Programs Files\CA\DevTest）。

2. VirtualServiceEnvironmentService2.vmoptions という新しい vmoptions ファイルを作成し、ファイルに以下のプ
ロパティを追加します。
-Dlisa.vseName=新しい VSE の名前。同じコンピュータ上の他のものと区別するために必要です。
-Dlisa.net.8.port=新しい VSE のポート。2013 以外のポートを使用する必要があります。
-DLISA_LOG=vse2.log。VSE ログ ファイル同士を区別するために必要です。

3. VirtualServiceEnvironmentService2.vmoptions ファイルを LISA_HOME\bin ディレクトリに追加します。
4. 追加する VSE サービスそれぞれに対して繰り返します。
5. サービスを定義するには、以下のコマンドを使用します。

sc create "DevTest VSE2" binpath= "D:\CA\DevTest\$LISA_HOME\bin
\VirtualServiceEnvironmentService2.exe"

6. コンポーネントを停止および開始します。
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Service Virtualization の概念
このセクションでは、Service Virtualization の主要な概念について説明します。

基本的なワークフロー

基本的なワークフローは、以下のステップで構成されます。

1. ライブ トラフィック レコーディング、要求/応答ペア、およびエンジニアリング仕様などのソースからトランザク
ションを収集します。

2. トランザクションを使用して、仮想サービスを作成します。
3. 仮想サービス環境（VSE）に仮想サービスを展開します。
4. 仮想サービスが正しく動作していることを確認します。
5. 実際のサービスの代わりに仮想サービスを使用します。
6. （オプション）仮想サービスを変更または再作成します。

コンポーネント

以下の図は、 の観点からの Service Virtualization コンポーネントの相互関係を示しています。
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仮想サービス イメージ レコーダは、仮想サービス モデル（VSM）とサービス イメージを作成します。

サービス イメージ エディタと VSM エディタでこれらを表示および編集できます。

仮想化時には、VSM とサービス イメージが VSE （サービスとして実行される）にロードされて実行されます。

レジストリは、実行中の 1 つ以上の VSE を追跡します。また、 は、レジストリを使用して VSE に接続します。

ポータルは、VSE にロードされる VSM とサービス イメージのモニタおよび制御に使用されます。

  

詳細情報：
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ライブ トラフィック レコーディング
仮想サービス作成用のトランザクションを収集する方法の 1 つは、クライアントとサーバ間のトラフィックを記録する
ことです。

非メッセージング システムとメッセージング システムでは、プロセスが異なります。

非メッセージング システム

以下の図は、サービス イメージのレコーディング時に仮想サービス環境（VSE）がクライアントとサーバ間のパスス
ルー メカニズムとして動作することを示しています。VSE が要求と応答を渡し、トランザクションを記録します。

通常動作

レコーディング

仮想化時に、VSE は、記録されたトランザクションを確認することによって、クライアントの要求に応答します。
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メッセージング システム

メッセージ指向ミドルウェア（MOM）と呼ばれるメッセージング システムは、2 つ以上のソフトウェア アプリケーショ
ン間の非同期通信を可能にする手段を提供するサービスです。この通信は、常にメッセージの形式で発生します。メッ
セージは、MOM に設定されたメッセージ送信先にポストされます。

メッセージ送信先のタイプは次のとおりです。

• キュー
パブリッシャは、キューにメッセージを追加します。また、サブスクライバは、「先入れ先出し」方式で、キューか
らメッセージを取得します。

• トピック
パブリッシャは、トピックにメッセージをパブリッシュします。また、トピックをサブスクライブしているすべての
サブスクライバはメッセージを受信します。

以下の図は、単純なメッセージ ベースのサービスを示しています。このシナリオでは、クライアントはキュー
（ORDERS.REQUEST）へメッセージを追加します。サーバはそれを取得します。サーバからの応答は、別のキュー
（ORDERS.RESPONSE）に追加されるメッセージの形式です。その後、クライアントがそれを取得します。

可能なバリエーションには以下のものがあります。
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• キューの代わりにトピックを使用
• 単一の要求に対する複数の応答（別の送信先をターゲットにすることも可能）

Service Virtualization は、サーバの仮想化を目的としています。レコーディング モードでは、VSE は、クライアントが
その通信先の代わりに使用する追加のプロキシ送信先（以下の図内の requestProxy と responseProxy キュー）を必要
とします。サーバは引き続きリスンし、実際の送信先にポストします。VSE は、これらのプロキシと実際の送信先の間
のパス スルーとして機能します。VSE は、トラフィックを記録して、仮想化に必要な VSM およびサービス イメージを
作成します。

その後に、VSE がサーバを仮想化するときには、実際の送信先と通信します。VSE はプロキシ送信先を必要としませ
ん。
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要求/応答ペア
仮想サービス作成用のトランザクションを収集する方法の 1 つは、要求/応答ペアを提供することです。

NOTE
要求/応答ペアは、RR ペアまたは R/R ペアとも呼ばれます。

要求/応答ペアは、1 つの要求ファイルおよび 1 つ以上の応答ファイルから構成されます。

複数の応答ファイルは、メッセージング シナリオに適用可能です。

命名規則

要求/応答ペアのファイル名は、プレフィックス、サフィックス、およびファイル拡張子で構成されます。

<prefix><suffix>.<extension>

プレフィックスは、「depositmoney」などの一意の識別子です。特定のトランザクションに対応するすべてのファイル
名には、同じプレフィックスを使用する必要があります。

要求ファイルのサフィックスは、-req です。

応答ファイルのサフィックスは、-rsp です。複数の応答がある場合、それぞれの応答サフィックスの最後に番号を追加
します。

ファイル拡張子には、任意の文字列を指定できます。
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以下の例では、1 つの要求と 1 つの応答があります。

• depositMoney-req.txt
• depositMoney-rsp.txt

以下の例では、1 つの要求と 3 つの応答があります。

• depositMoney-req.txt
• depositMoney-rsp1.txt
• depositMoney-rsp2.txt
• depositMoney-rsp3.txt

例

LISA_HOME\Projects ディレクトリ内の Bank v5 および Bank v6 プロジェクトには、HTTP プロトコルの例が含まれて
います。

サイドカー ファイル

サイドカー ファイルには、仮想サービス内の要求、応答、またはその両方のメタデータに追加されたキー/値ペアが含ま
れています。

要求/応答ペアから仮想サービスを作成する場合は、1 つ以上のサイドカー ファイルを指定できます。

サイドカー ファイルは、グローバルまたは特定のいずれかになります。

• グローバル
すべての要求または応答ファイルに適用されます。

• 特定
個別の要求または応答ファイルに適用されます。

特定のサイドカー ファイル内のエントリは、グローバル サイドカー ファイル内のエントリよりも優先されます。

要求に適用されるグローバル サイドカー ファイルは、meta-req.properties という名前にする必要があります。

応答に適用されるグローバル サイドカー ファイルは、meta-rsp.properties という名前にする必要があります。

特定のサイドカー ファイルに名前を付けるには、対応する要求または応答ファイルの名前に文字列 -meta を追加し、
ファイル拡張子を .properties に変更します。

以下の例では、3 つのサイドカー ファイルがあります。meta-req.properties および meta-rsp.properties ファイルはグ
ローバルです。depositMoney-rsp2-meta.properties ファイルは特定です。

• depositMoney-req.txt
• depositMoney-rsp1.txt
• depositMoney-rsp2.txt
• depositMoney-rsp2-meta.properties
• depositMoney-rsp3.txt
• meta-req.properties
• meta-rsp.properties

以下の例は、サイドカー ファイル内に表示されるキー/値ペアを示しています。

Accept-Language=en-US
Content-Type=application/json
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サイドカーを使用した反応時間の指定

サイドカーを V3 API 経由でインポートすると、RR ペアの反応時間を指定できます。詳細については、「RR ペアによ
る反応時間の変更」を参照してください。

エンジニアリング仕様
仮想サービス作成のためにトランザクションを収集する方法の 1 つは、サービスを記述したエンジニアリング仕様を使
用することです。エンジニアリング仕様は、「##」と呼ばれることがあります。

たとえば、開発の初期段階にあるサービスを仮想化すると仮定します。レコーディングによる仮想サービスの作成は不可
能な場合がありますが、サービスが記述された Swagger ドキュメントへのアクセス権があれば、このアプローチを使用
できます。

以下のタイプの仕様がサポートされています。

• Swagger
 ポータルおよび  でサポートされています。

• WSDL
 ポータルおよび  でサポートされています。

• WADL
でサポートされています。

• RAML
でサポートされています。

仮想サービス モデル
###### ###（VSM）は、実際のサービス プロバイダなしでサービス要求を受信および応答します。

VSM は、要求の受信時に実行される一連のステップと考えることができます。このステップは、要求に対する応答を作
成して返します。

VSEに展開可能にするために、VSM は、 の仮想サービス環境ステップ リストから少なくとも 1 つの VSE ステップを含
む必要があります。

サービス イメージを作成した場合、VSE によってプロトコル固有のステップが VSM に自動生成されます。 から生成さ
れたステップは任意に変更できます。以下の操作も実行できます。

• Microsoft Excel スプレッドシートから応答を入力するか、またはデータベース テーブルを相互参照して入力を計算す
ることで応答を入力する

• 別のステップ タイプのステップを追加する
• 先に進む前に、要求および応答ステップを操作する
• 使用するサービス イメージを応答選択ステップから指定する

VSM は、動作パターンの使用方法を定義し、サービス イメージにクエリを実行して応答方法を決定します。VSM は、
サービス イメージをナビゲートする方法を知っています。

VSM を VSE に展開する必要があります。

サービス イメージ
#### ####は、Service Virtualization によって作成されるクライアントとサーバ間の通信の記録です。仮想サービス モデ
ルはサービス イメージを参照します。サービス イメージは、サーバが存在しない状態で、クライアントに適切な応答を
配信するために使用されます。
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サービス イメージの内容

サービス イメージには、以下の情報が含まれます。

• 会話ツリーとして記録された会話（要求と応答）のリスト
• ステートレス トランザクション（要求と応答）のリスト
• 不明な会話型またはステートレス要求が発生した場合に送信される応答

会話は、一連のステートフル トランザクションとして視覚化できます。ただし、（複数のセッションからの）複数の会
話を同じサービス イメージに記録できます。類似の要求構造は単一のトランザクションにマージされ、以下の図に示す
ようなツリーが作成されます。

たとえば、複数のユーザが login() トランザクションでシステムにログインする場合、これらのすべてのトランザクショ
ンが単一のトランザクションにマージされます。ただし、1 人のユーザが login() を使用してログインし、別のユーザが
acquireAuthToken() でログインした場合、これらのトランザクションはマージされません。

インポートされたトランザクション

以下の XML ドキュメントを、記録中のサービス イメージにインポートできます。

• RAW トランザクション
ネットワークから直接取得されたトラフィックのような RAW トラフィックを表す XML ドキュメント。ルート エレ
メントは、<rawTraffic> です。
例については、LISA_HOME\examples\VServices\raw-traffic.xml を参照してください。

• 会話型トラフィック
会話型トランザクション セット、ステートレス トランザクション セット、またはその両方に再整理されたトラ
フィックを表す XML ドキュメント。これらのトラフィックは、トランザクションの線形リストへ整理されます、各
トランザクションは「実際」の会話を表し、ルート エレメントは <traffic> です。
例については、LISA_HOME\examples\VServices\traffic.xml を参照してください。
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仮想化の動作の仕組み
サーバが存在しない場合、Service Virtualization は、クライアントのためにサーバの動作をシミュレートします。このプ
ロセスでは、VSM が参照するサービス イメージをロードして、VSE ダッシュボードで実行する必要があります。

仮想サービス環境（VSE）が要求を受信すると、VSE はその要求を確認し、VSE 内の既存の会話状態（セッション）と
の照合を試みます。たとえば、Cookie の ID またはその他のいくつかのセッション識別子は、HTTP などのステートレス
プロトコルの要求を「関連付け」ます。VSE では会話状態を使用して、「現在のトランザクション」が会話ツリーのど
こに位置するか、また以前サブミットされた認証トークンなど、現在の要求の一部ではないが後続の応答で使用されてい
るその他の「状態」を特定します。例としてユーザ名があります。

既存のセッションが見つからない場合、VSE はイメージの各会話のスタータ トランザクションに対する要求の照合を試
みます。一致するものがあった場合、セッションが作成され、セッションから関連する応答が返されます。セッション
は、VSE による「参照」後に、2 分間保持されます。この動作は、lisa.vse.session.timeout.ms プロパティによって変
更できます。会話スタータが一致しない場合、セッションは作成されず、定義された順にステートレス トランザクショ
ンのリストが確認されます。一致が見つかった場合は、適切な応答が返されます。それでも一致が見つからない場合は、
「不明な要求」応答が送信されます。

VSE が以前のセッションを検出し、VSE が会話中の場合、次のトランザクションの一致は多くの要因に依存します。こ
の要因には、ナビゲーション許容差および一致許容差が含まれる場合があります。

VSE が会話型およびステートレス トランザクションに一致するトランザクションを検出しない場合は、一致しない会
話型またはステートレス要求に対して送信する必要のある応答の種類について、もう一度サービス イメージを確認しま
す。

VSE トランザクション
Service Virtualization では、########は、クライアントがサービスに送信する要求、およびサービスがクライアントに
送信する 1 つ以上の応答で構成されます。

以下の図は、1 つの要求および 1 つの応答を持つトランザクションを示しています。

通常、1 つのトランザクションの応答は 1 つのみです。ただし、いくつかのプロトコルは、単一の要求に複数の応答を返
すことができます。

要求

トランザクションの要求側には、以下のコンポーネントがあります。

• 操作
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類似トランザクションの分類
• 引数
操作に関連付けられている名前/値ペア。
引数は、サービスが要求を処理するのに必要とする情報を表す場合があります。たとえば、サービスはユーザ名や預
け入れをする金額を必要とする可能性があります。

• ボディ
要求のペイロードです。

• 属性
要求に関する情報が含まれる名前/値ペア。

• メタデータ
再生中の要求の処理方法に影響を及ぼす可能性のある名前/値ペア。
たとえば、メッセージング サービスは、応答の送信先のキューの名前を必要とする可能性があります。

• 一致許容差
実行時に、インバウンド要求と照合するための基準を定義する設定です。

応答

トランザクションの応答側には、以下のコンポーネントがあります。

• ボディ
応答のペイロードです。

NOTE

応答内でネストされた CDATA セクションを使用する場合は、CDATA セクション内の ]] > サブストリング
を ]] ]] ><![CDATA[ で置き換えます。これらのエスケープ シーケンス文字を使用すると、CDATA セクショ
ンが解析中に通常より早く終了するのを防止できます。

• メタデータ
再生中の応答の処理方法に影響を及ぼす可能性のある名前/値ペア。

• 反応時間
応答を送信する前に待機する時間の長さを示す設定です。

VSE トランザクションの例

HTTP ベースの仮想サービスが、天気情報を提供するサービスに対して作成されると仮定します。この仮想サービスに対
して考えられるトランザクションの 1 つを検討してみましょう。

トランザクションには、GET /api/weather という名前の操作があります。

各要求に対して、サービスには都市と国が必要です。そのため、トランザクションには、以下の 2 つの引数がありま
す。

名前 値
city Dallas
country US

操作および引数は、仮想サービス環境が仮想サービスのレコーディング中に受信した要求ボディから取得されます。

GET http://api.example.com/api/weather?city=Dallas&country=US

再生中に、仮想サービスが異なる値を持つ要求を受信する場合があります。以下に例を示します。

GET http://api.example.com/api/weather?city=Seattle&country=US
GET http://api.example.com/api/weather?city=London&country=UK
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トランザクションには、要求属性はありません。

要求メタデータには、HTTP に関連する項目数が含まれています。以下に例を示します。

名前 値
ホスト api.example.com
HTTP-Method GET
HTTP-Version HTTP/1.1

一致許容差は、「シグネチャ」に設定されています。

応答ボディには、要求された天気情報が含まれます。

{
    "temp": 88,
    "temp_max": 90,
    "temp_min": 78,
    "wind": 4.1
}

応答メタデータには、HTTP に関連する項目数が含まれています。以下に例を示します。

名前 値
HTTP-Response-Code 200
HTTP-Response-Code-Text OK
HTTP-Version HTTP/1.1

反応時間は、174 ミリ秒に設定されています。この値は、仮想サービスのレコーディング中に検出された動作に基づいて
います。

同期および非同期

Web サービス、HTTP、および Java を含むほとんどのサービス プロトコルで、トランザクションは同期して実行されま
す。要求と応答は、互いに直接関連付けられています。

Web サービスおよび HTTP では、要求と応答は単一のソケット接続に含まれており、通常は要求に応答が続きま
す。Java では、要求と応答は単一のスレッドに含まれています。応答（戻り値）は、常に要求（メソッド コール）に続
きます。

メッセージングは非同期であるため、異なります。要求メッセージと応答メッセージは、同じソケット接続、同じスレッ
ド、または同じ日に発生する必要はありません。クライアントは要求メッセージを送信し、応答を待つ間に動作し続けま
す。サービスから応答が送信されると、クライアントはそれを受信し、元の要求と一致させてトランザクションを完了し
ます。

ステートレス トランザクションと会話型 VSE トランザクション

VSE のトランザクションは、######または###に分類されます。

ステートレス トランザクション

###### トランザクションには、トランザクション間の論理的な関係が含まれません。たとえば、HTTP と SOAP はス
テートレス プロトコルです。
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ステートレス トランザクションは、以前行われたコールに関係なく、常に静的な応答を行います。各ステートレス トラ
ンザクションは、互いに独立しています。以下に例を示します。

• ダラスの現在の天気はどうですか。（操作： 天気; 引数： 都市）
• ニューヨークの現在の天気はどうですか。（操作： 天気; 引数： 都市）
• ダラスの明日の天気はどうなりますか。（操作： 天気; 引数： 都市; 引数： 都市）

会話型トランザクション

会話型トランザクションは######です。会話は以下の要素で構成されます。

• 一致した場合に一意のセッションを開始する論理トランザクション
• セッションを作成して識別するのに必要な情報

会話型のトランザクションは、以前の会話で作成されたコンテキストに依存しています。

たとえば、ATM の使用には、以下の会話が必要です。

1. ATM への接続（操作： ログオン）
2. どの口座を使用しますか。（引数： 当座預金）
3. 残高はいくらですか。（操作： 残高）
4. 応答。
5. 現金を引き出します。（操作： withdraw）
6. 金額はいくらですか。（引数： 金額）
7. 残高はいくらですか。（操作： 残高）
8. 応答。
9. セッション終了（操作： ログアウト）

会話スタータ

会話の最初のトランザクションは、######です。仮想サービス環境（VSE）は、受信要求を取得すると、VSE はトラン
ザクションが新しい会話の開始を意味しているかどうかを判断するため、会話スタータを確認します。

会話でのトランザクションは、すべて互いに関連しているので、VSE には、この関係を確定する方法が必要です。この
特定は、通常、「jsessionid」などの何らかの特別なトークン、Web トランザクションの Cookie、またはメッセージ ト
ラフィックのカスタム識別子を使用して行われます。

以下のタイプの会話がサポートされています。

• インスタンス ベースの会話
プロトコル層で一意の文字列の識別が行われます。これは、クライアントの各インスタンスに基づいています。その
文字列により、サービス イメージのレコーディングと再生の両方に対するサーバ側セッションが識別されます。

• トークン ベースの会話
VSE は、サービス イメージの会話に格納されている文字列生成パターンを使用して、トークンを生成します。トーク
ンが生成された後は、インスタンス ベースの会話と同じ操作が行われます。トークン ベースの会話は、レコーディン
グ中に自動的に推定することはできません。トークンを検索する場所を指定するには、VS イメージ レコーダを使用
します。

ナビゲーション許容差

会話ツリーの各ノードには、##########が存在します。ナビゲーション許容差は、受信要求の一致を検出するプロセス
で重要な役割を果たします。

少なくとも 1 つの会話を含む仮想サービスが受信要求を受信する場合、仮想サービスは、会話内の要求の一致を検索し
ようとします。
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検索の開始点は、###########です。

• 以前に会話内でトランザクションが一致した場合、そのトランザクションが、現在のトランザクションです。
• 以前に会話内でトランザクションが一致していない場合、仮想サービスは、受信要求がセッションを開始しているか
どうかを確認するために、会話スタータ（最上位ノード）を調べます。結果が true の場合、会話スタータが現在のト
ランザクションです。

一致を検索する会話内の場所を把握するために、仮想サービスは、現在のトランザクションを検索し、ナビゲーション許
容差を確認します。

ナビゲーション許容差は以下のとおりです。

• Close
仮想サービスは、現在のトランザクションの直接の子を検索します。

• Wide
仮想サービスは、以下の順序で検索します。
a. 現在のトランザクションの直接の子
b. 現在のトランザクションの兄弟の直接の子（「甥」）
c. 現在のトランザクションの兄弟または現在のトランザクション自体
d. 仮想サービスの会話の会話スタータ

• Loose
仮想サービスは、以下の順序で検索します。
a. 現在のトランザクションの直接の子
b. 現在のトランザクションの兄弟の直接の子（「甥」）
c. 現在のトランザクションの兄弟または現在のトランザクション自体
d. 現在のトランザクションの親の兄弟（「おじ」）または現在のトランザクションの親
e. ツリーの 2 番目のレベル内のトランザクション（現在のトランザクションがツリーの 5 番目以下のレベルにある
場合のみ）

f. 仮想サービスの会話の会話スタータ

以下の図は、会話ツリーで検索されるトランザクションが、ナビゲーション許容差によってどのような影響を受けるかを
示しています。会話スタータは青で、最上部に表示されます。現在のトランザクションは緑で、チェック マークが付い
ています。現在のトランザクションがツリーの 4 番目のレベルにあることに注意してください。
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仮想サービスを作成するための手順の一部では、以下のカテゴリのトランザクションに対するデフォルトのナビゲーショ
ン許容差を設定できます。

• 最後（リーフ）のトランザクションを除くすべてのトランザクション
• 最後（リーフ）のトランザクション

仮想サービスを作成した後で、 のサービス イメージ エディタから各ノードのナビゲーション許容差を変更できます。

不明な要求

不明な要求は以下の状況で発生します。
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• アクティブな会話が存在する場合
• アクティブな会話が存在しない場合
アクティブな会話が存在しない場合で、要求を満たすステートレス トランザクションがない場合に、要求は不明とし
て識別されます。この場合、不明なステートレス要求のサービス イメージ応答が返信になります。

要求が後続のトランザクションに一致しない場合は、以下のようになります。

• ナビゲーション許容差が CLOSE でない場合、会話スタータ トランザクションに要求を満たす機会が与えられます。
• 要求がまだ一致しない場合、ステートレス トランザクションが応答を生成できるときは、それが送信されます。現在
のセッションは、引き続き会話ツリーのどこに存在するかを記憶しています。

失敗した場合、不明な会話型要求に対するサービス イメージ応答が返信になります。

論理トランザクション

##########は、会話において単一のノードとして出現します。論理トランザクションは、1 つ以上の特定のトランザク
ションを持つ 1 つのメタ トランザクションで構成されます。

特定の要求の検索で論理トランザクションが見つかった場合、メタ トランザクションが確認されます。メタ トランザク
ションによって、要求にこのトランザクションが応答できるかどうかが判断されます。メタ トランザクションが要求に
応答する場合、すべての特定のトランザクションに対して、要求に応答できるかどうかが確認されます。特定のトランザ
クションのいずれも要求に応答できない場合、応答はメタ トランザクションから取得されます。

このロジックは、以下の擬似コードで表されます。

for each logical transaction {

 

  if (meta transaction request matches the given request) {

    // This node would handle the request for each specific transaction in this node {

    if (specific transaction matches the given request) {

      return response from the specific transaction

    }

  }

 

  // No specific transaction found for the given request

  return response from the meta transaction

  }

 

}
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また、物理メタ トランザクションは、特定のトランザクションのリストおよび子のメタ トランザクションのリストを
持っています。子のメタ トランザクションのリストでは、メタ トランザクションをデシジョン ツリーとして構造化でき
ます。

一致許容差
#####は、特定のトランザクションが受信トランザクションに一致するかどうかを仮想サービス環境（VSE）が判断する
方法を定義します。

一致許容差のレベルは以下のとおりです。

• 操作
最も許容度の高い一致許容差です。受信トランザクションの操作名は、記録されたトランザクションの名前に一致す
る必要があります。

• シグネチャ
操作名が一致する必要があり、また引数の名前が追加や削除なしで正確に一致する必要があります。引数の順序は同
じである必要はありません。

• 選択的
選択的一致スタイルは、一致に必要な引数を選択できます。選択的一致を使用するには、［一致の選択］チェック
ボックスをオンにする必要があります。選択した引数のみが一致と見なされます。受信要求に渡された選択されてい
ないその他の引数は、一致の判断では評価されません。
– 選択的一致は、選択した引数の名前と値が追加や削除なしで完全に一致する必要があります。選択した引数の順序
は同じである必要はありません。

– メタ一致は、一致は引数の名前にのみ基づきます。選択した引数の順序は同じである必要はありません。
• 完全
シグネチャの一致に加えて、引数一致演算子の定義に従って、各引数の値が記録された値と一致する必要がありま
す。

引数一致演算子

要求のすべての引数には、#####があります。完全一致操作では、この演算子によって、受信要求の引数の値をサービス
イメージの対応する引数の値とどのように一致させるかを制御します。

使用可能な一致演算子は以下のとおりです。

• すべて
常に true を返します。仮想サービス レコーダは、引数が日付であると判断した場合、デフォルトで「すべて」による
比較を行います。この引数の値には、すべての値が一致します。シグネチャ/メタの一致が機能するには引数が存在す
る必要がありますが、値は無視され、空白または NULL になります。

• = 等しい
値が同じ場合に true を返します。

• != 等しくない
値が異なる場合に true を返します。

• < より小さい
受信した値がサービス イメージの値より小さいか、前か、または早い場合に true を返します。

• <= 以下
受信した値がサービス イメージの値より小さいか、前か、早いか、または等しい場合に true を返します。

• > より大きい
受信した値がサービス イメージの値より大きいか、後か、または遅い場合に true を返します。

• >= 以上
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受信した値がサービス イメージの値より大きいか、後か、遅いか、または等しい場合に true を返します。
• 正規表現
受信した値（文字列）が、サービス イメージの値に正規表現として一致する場合に true を返します。

• プロパティ式
値は、二重中かっこで囲まれたスクリプト式（{{ }}）の形式である必要があります。このプロパティまたは式は評価
されます。結果が Y、y、T、t、または ON で始まる場合、引数は一致したと見なされます。スクリプトで参照されて
いない場合、インバウンド要求の引数値は無視されます。

NOTE
引数が日付としてマークされている場合、比較を行う前に、比較される要求の値が日付に変換されます。

メタ トランザクションおよび特定の応答

VSE は、会話の一致を検索する場合、メタ トランザクションのみを検索します。メタ トランザクションは、「完全」の
一致許容差を持つことはできません（デフォルトは「シグネチャ」）。各メタ トランザクションには、1 つ以上の特定
の応答があります。これらの応答は、任意の一致許容差を持つことができます（デフォルトは「完全」）。

メタ トランザクションの特定の応答がいずれも一致しない場合、メタ トランザクションに対して指定された応答が使用
されます。

VSE が次の応答を選択する方法

1. 会話に受信要求が存在する場合、ナビゲーション許容差および上記で説明したその他のルールに基づいて一致を検索
します。

2. 現在の会話で何も見つからない場合は、別の会話を検索します（ナビゲーション許容差が CLOSE でない場合）。
3. 会話の一致が存在し、（メタ一致ではなく）特定の応答が見つかった場合は、その特定の応答を使用します。
4. それ以外の場合には、ステートレス トランザクションで特定の一致を検索し、見つかった場合はそれを使用します。
5. ステートレス リストに特定の一致が存在しない場合で、会話リストでメタ一致が見つかった場合は、メタ一致を使用
します。

6. 会話の一致がまったく存在しない場合で、ステートレス リストでメタ一致が見つかった場合は、メタ一致を使用しま
す。

7. 「一致が見つかりません」で失敗した場合、サービス イメージで指定された「不明な会話型応答」または「不明なス
テートレス応答」のいずれかを返します。使用するプロトコルまたはハンドラによって、応答が上書きされる場合が
あります。

一致の失敗をデバッグする方法

一致に失敗した場合、LISA_HOME\logging.properties ファイルを開き、log4j.logger.VSE を DEBUG または
TRACE に設定します。この設定により、VSE は vse_xxx.log ファイル（xxx はサービス イメージ名）に詳細なログ
を記録します。log4j.logger.VSE プロパティにより、何が一致し、何が一致しなかったかも正確に報告されます。

実稼働で使用する場合は、log4j.logger.VSE プロパティを INFO または WARN に設定します。必要以上
に、DEBUG または TRACE に設定したままにしないでください。

選択的一致および一致の選択

「選択的」一致許容差は、一致動作を柔軟に定義できます。「選択的」は、選択した引数の名前と値にのみ一致します。
選択した引数は、［一致の選択］チェックボックスがオンになっている引数です。受信要求に渡されたチェックボックス
がオンになっていないその他の引数は、一致の判断では評価されません。

NOTE
選択的一致許容差を有効にすると、ユーザがチェックボックスをクリックした場合にのみ、［一致の選択］列
の色が灰色から変わります。
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［一致の選択］チェックボックスは、選択した一致スタイルが［選択的］の場合にのみオン/オフを切り替えられます。
その他の一致許容差は、非アクティブのままです。
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メタ トランザクションおよび特定の応答の選択的一致許容差

選択的一致許容差は、チェックボックスをオンにした引数の一致を実行できます。選択的条件に一致する複数の特定の
応答がある場合、トランザクションで最初に一致した応答が返されます。リストに特定の一致がないがメタ一致がある場
合、メタ応答が返されます。

以下の例では、VSI に 2 つの特定の応答と、異なる一致許容差のメタ トランザクションがある場合を考えます。

メタおよび特定のトランザクション
メタ要求

一致許容差： 選択的

操作： GET /v2/user/login

引数:

名前 値 一致の選択

ユーザ名 User1 はい
パスワード Password1

メタ応答： 「Hello METAUser」

特定 1

一致許容差： 選択的

操作： GET /v2/user/login
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引数:

名前 値 一致の選択

ユーザ名 UserSpecific1 はい
パスワード PassSpecific1

応答： 「Hello UserResponse1」

特定 2

一致許容差： 完全

操作： GET /v2/user/login

引数:

名前 値 一致の選択

ユーザ名 UserSpecific1
パスワード PassSpecific1

応答： 「Hello UserResponse2」

受信トランザクション

VSE は、さまざまな受信要求について、以下の例に示すように応答します。

受信要求 1

操作： GET /v2/user/login

引数:

名前 値

ユーザ名 UserSpecific1
パスワード RandomPass

応答： 「Hello UserResponse1」

理由： 最初の選択的一致は、ユーザ名のみを調べます。UserSpecific1 に一致するものを利用できます。

受信要求 2

操作： GET /v2/user/login

引数:

名前 値

ユーザ名 UserSpecific1
パスワード PassSpecific1

応答： 「Hello UserResponse1」

理由： 最初の選択的一致は、ユーザ名のみを調べます。UserSpecific1 に一致するものを利用できます。

受信要求 3
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操作： GET /v2/user/login

引数:

名前 値

ユーザ名 UserSpecific
パスワード PassSpecific

応答： 「Hello METAUser」

理由： ユーザ名の引数は渡されましたが、このユーザ名は特定に一致しないため、メタ応答が返されます。

受信要求 4

操作： GET /v2/user/login

引数： Nil

応答： 404 not found/ DevTest のデフォルト応答

理由： 応答は、要求で必要な引数が指定されている場合にのみ返されます。

マジック ストリングとマジック デート
マジック ストリングとマジック デートは、仮想化されたサービスの動的な性質の中心となります。これらによって、記
録されなかった要求パラメータに対して仮想化されたサービスから意味のある結果が返されるようになります。

マジック ストリング

レコーディング時には、VSE によって各要求の引数またはパラメータが確認されます。たとえば、天気予報 Web サー
ビス コールには都市名が含まれる可能性があり、航空券予約システム要求にはフライト番号が含まれる可能性がありま
す。記録された応答にフライト番号が含まれている場合、それは#### #####として分類されます。

たとえば、VSE が再生モードで、記録されていないフライト番号に対する要求を受信した場合、正しいフライト番号は
応答に含まれています。

以下の例では、会話で何らかの「状態」を設定する要求を記録しました（この場合はフライト番号（ABC53））。レ
コーダは、文字列 ABC53 も応答に含まれていたことを認識して、ABC53 をマジック ストリングに変換します。マジッ
ク ストリングは '=request_arg1;/ABC53/ としてサービス イメージ データベースに保存されます。
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{{ }} 表記法は、標準の VSE プロパティ代入構文です。この表記法は、「{{ }} テキストに要求の最初の引数のランタイム
値を代入する」ことを意味しています。最初の引数が存在しない場合は、デフォルトとして ABC53 を使用します。

実用的な重要性は、将来のクライアントがフライト ZZ99 を要求した場合、仮想化されたサービスが正しいフライト番号
ZZ99 で応答することです。

VSE は、マジック ストリングを単純な要求/応答ペア以外でも検出します。会話の後続のいずれかの応答に引数がある場
合、VSE はそれをマジックと見なし、引数値を会話状態に格納します。

デフォルトでは、VSE は XML タグ内のテキストをマジック ストリングと見なしません。この除外には、XML タグ、属
性名、および属性値が含まれます。この動作は、local.properties ファイルで lisa.magic.string.xml.tags=true を設定す
ることによって変更できます。この場合には、通常のマジック ストリング ルールが適用されます。

言いかえれば、< foo bar="baz"/ > が存在する場合、そのいずれもマジック ストリングとは見なされません。対照的
に、構造が < foo >bar< /foo > である場合、「bar」（「foo」ではない）はマジック ストリングと見なされます。

以下の例は、前の会話の続きです。要求操作は「itko_seat」であり、単一の引数は、この場合には「Person1」という名
前です。応答には、要求内の名前、以前に設定されたフライト番号、および日付が含まれます。
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これは、ステートレス プロトコル（この場合は、SOAP over HTTP）での会話状態の標準的な例です。VSE の再生モー
ドで、フライトが ZZ99 に設定され、PersonSomeoneElse の座席を予約する要求があった場合、これらの詳細が記録さ
れなかったとしても、応答には「フライト番号 ZZ99 の座席番号 1 で PersonSomeoneElse 様の席を予約いたしました」
という文字列が含まれます。

VSE は、座席番号（この場合は 1）をマジック ストリングと見なしません。座席番号は、この応答に至るまでの一連の
要求では出現していません。また、マジック ストリングと見なされるほど長くもありません。マジック ストリングと見
なされるには、少なくとも 3 文字の長さが必要であり、必要に応じて、文字列の左側、右側、または両側に空白を持つ
ことができます。長さおよび空白のパラメータは、local.properties ファイルで調整できます。

{{ }} プロパティ表記法は強力かつ柔軟であり、マジック ストリングの使用のみに制限されません。たとえば、例の応答
の「1」を「DataSetValue」に変更することができます。また、仮想サービス モデルにデータ セットを定義することも
できます。その後、そのデータ セットは、ランタイム応答値の生成に使用されます。データ セットは、ランダム文字列
ジェネレータ、カウンタ、データベースへの呼び出し、Excel スプレッドシート行の参照など、あらゆるものを使用で
き、}} 任意の Java コードの実行や、有効なクレジットカード番号などの現実的な「日常」データを生成することもでき
ます {{=[:Credit Card:]。

NOTE

詳細情報：

• DevTest での BeanShell の使用

マジック ストリングの除外

VSE は、同一の要求および応答（特定のルールによって決まります）でトークンを識別し、応答の値を「マジック スト
リング」に変換します。マジック ストリングの値は、要求内の値によって異なります。

ただし、 には、それらの値が設計によって一致したのか、または偶然に一致したのかを知る方法がありません。この一
致は、以下の値の場合に最もよく見られます。
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• ブール値
• Java VSE 用の  エージェントおよび Application Insight が使用する __NULL トークン。以下に例を示します。

要求

<GetUserRequest>

<userId>lisaitko</userId>

<includeDetails>true</includeDetails>

</GetUserRequest> 

応答

<GetUserResponse>

<userId>lisaitko</userId>

<isActive>true</isActive>

<isEmailVerified>true</isEmailVerified>

</GetUserResponse>

応答の 2 つの「true」値は、互いに関係がなく、また要求の値とも関係がありません。実際のシナリオでは、生成される
不要な「マジック ストリング」の数は、はるかに多くなります。この問題を回避する方法の 1 つは、サービス イメージ
が記録された後に、これらのマジック ストリングを手動で検索および置換することです。

ただし、より簡単な方法は、lisa.properties で lisa.magic.string.exclusion プロパティを設定することです。

このプロパティでは、マジック ストリングの識別の候補にしない値を指定できます。 は、レコーディング時に、応答の
これらの値を要求の値に関連付けません。必要に応じて、サービス イメージを手動で編集してマジック ストリングを追
加することができます。

マジック ストリングの大文字と小文字の区別

#### #####とは、その会話の後続の応答に出現する要求引数の文字列です。マジック ストリングを検出する場合、一致
では大文字と小文字が区別されません。マジック ストリングの大文字と小文字の処理は、以下のロジックによって示さ
れます。

• レコーディング中に要求で「dallas」、応答で「DALLAS」が出現した場合、再生中に「austin」が出現すると、
「AUSTIN」で応答します。

• レコーディング中に要求で「DALLAS」、応答で「dallas」が出現した場合、再生中に「AUSTIN」が出現すると、
「austin」で応答します。

• レコーディング中に要求で「dallas」、応答で「Dallas」が出現した場合、再生中に「austin」が出現すると、
「Austin」で応答します。

• レコーディング中に要求で「dallas」、応答で「DaLLas」が出現した場合、再生中に「austin」が出現すると、
「AuSTin」ではなく「austin」で応答します。サービス イメージで大文字と小文字が混在する応答を明示的に処理す
る必要がある場合は、メタトランザクションの応答を変更して、カスタム Java コードに以下のようなコールアウト
が含まれるようにします。
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{{=MyHelperClass.mixedCase(request_city);}}

マジック デート

強力な日付パーサによって要求がスキャンされ、応答もレコーディング中にスキャンされます。日付形式の広範な定義に
一致するものがすべて認識され、#### ###に変換されます。「マジック ストリング」に示した例では、マジック デート
は以下のようになります。

{{ =doDateDeltaFromCurrent("yyyy-MM-dd","0D");/*2008-12-17*/}}

ここでは、表記法 {{}} の使用が重要です。

実行時に、この文字列は、「現在の日付から 0 日後である yyyy-MM-dd 形式の日付を生成する」という意味になりま
す。つまり、現在の日付を生成します。

元のレコーディングが 2009 年 2 月 1 日に行われた場合で、応答に日付 2009-02-10 が含まれる場合には、マジック デー
ト ストリングは以下のようになります。

=doDateDeltaFromCurrent("yyyy-MM-dd","10D");/*2009-02-10*/

マジック ストリング内の 10D は、VSE が現在の時刻の 10 日後の応答の日付を生成することを意味しています。した
がって、VSE が 2010 年 6 月 12 日に再生モードになれば、応答には 2010-06-22 という文字列が含まれます。

日付デルタの有効なパラメータは以下のとおりです。

• D： 日
• H： 時
• M： 分
• S： 秒
• Ms： ミリ秒

別のタイプのマジック デートとして、以下のものがあります。

doDateDeltaFromRequest

doDateDeltaFromRequest タイプは、要求で日付がパラメータとして使用され、応答でその日付が参照される場合に使
用します。たとえば、航空券予約システムは、特定の日の特定のフライトの予約要求を受け取る場合があります。応答で
その日付が参照される場合、VSE は、後続の応答でその日付を正しく代入します。

より高度な例として、フライト要求によって、国際日付変更線を越えるフライトを詳細に示す応答が生成される場合があ
ります。飛行時間が 14 時間であっても、ロサンゼルスからシドニーへのフライトは、出発より 2 日後の日付に到着しま
す。この例では、応答には以下のようなものが含まれます。

doDateDeltaFromRequest("yy-MM-dd", "2D")

19-June-2013 に LAX を出発するフライトについて同様の要求を VSE が処理する場合、応答には正しい到着日の 21-
June-2013 が含まれます。
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NOTE
タイムゾーンを含む任意の有効な日時形式を、マジック デートの計算用に lisa.properties に追加できます。

要求/応答ファイルに何らかのタイム ゾーンまたはタイム ゾーン オフセットを持つ日付がある場合には、ライブ応答日
付がこのタイム ゾーンまたはタイム ゾーン オフセットを持ちます。

HTTP 要求内の URI の解析
8.5 では、HTTP 要求内の URI を解析するために、大幅な変更が行われました。これらの変更は、トランスポート プロ
トコルとしての HTTP の一部であり、SOAP または REST のコンテンツ レベルのデータ プロトコル ハンドラのいずれ
かに対するものではありません。これらの変更は、RFC 3986 で定義されている URI 仕様に準拠するために追加されま
した。RFC の内容を理解することは有用ですが、行われた変更の一覧をここに示します。

• URI のパス セグメント内で区切り文字として使用されている予約文字（RFC 3986 セクション 2.2 およびセクション
3.3 で定義されている）が適切に受け付けられるようになりました。これらの予約文字には、以下のようなものがあ
ります（スラッシュで区切られています）。
: / @ / ! / $ / & / ' / ( / ) / * / + / , / ; / =

• パス セグメントの最初の予約文字が出現した場合、セグメント内でその文字の前にあるすべてがパスの一部と見なさ
れます。セグメント内でその文字の後にあるすべてが、パラメータがあるかどうか解析されます。パラメータは予約
文字の同じセットによって区切られていると予測されます。

• URI から解析されるパラメータは、引数として作成されなくなりました。パラメータは、代わりに、メタデータとし
て追加されます。パラメータがキー/値ペアの形式になる場合、HTTP-Path-Param-<key>  メタデータ プロパティ
が追加されます。ここで、<key> はパラメータ プロパティの名前です。パラメータがキー/値ペアの形式にならない
場合、HTTP-Path-Param-<#> メタデータ プロパティが追加されます。ここで、<#> は匿名パラメータを識別する
一意の番号です。

• URI の各パス セグメントは、HTTP-Segment-Attr-<#> のプロパティ名パターンを使用して属性として格納されま
す。ここで、<#> はパス セグメントのインデックス（0 から始まる）です。この機能は、DPH で必要になる可能性
があるカスタム解析が容易になるように追加されました。

• URI が最初のセミコロン（または同様のエレメント）で切り捨てられなくなりました。

HTTP 要求の解析方法

作成した以下の HTTP 要求を考慮してください。

GET /email/notanemail@nothing.com/hello;world=yes;goodbye=no/ctx(someProp=someValue)/list?
order=ascending&filter=*

8.4 以前では、HTTP 要求内の URI は最初のセミコロンで間違って切り捨てられていました。また、セミコロンの後の
すべて（ほかのパス セグメントを含め）は、パス パラメータの一部として処理されました。これは結果として、以下の
正規化された操作になります。

/email/notanemail@nothing.com/hello

8.5 以降では、予約区切り文字（以前定義されたように）が受け入れられ、URI からのパラメータを可能な限り解析しよ
うと試みます。要求から解析された情報を、ここに示します。

タイプ 値
操作 GET /email/notanemail/hello/ctx/list/
引数 order = ascending

filter = *
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属性 HTTP-Segment-Attr-0 = email
HTTP-Segment-Attr-1 = notanemail@nothing.com
HTTP-Segment-Attr-2 = hello;world=yes;goodbye=no
HTTP-Segment-Attr-3 = ctx(someProp=someValue)
HTTP-Segment-Attr-4 = list

メタデータ HTTP-Path-Parm-1 = nothing.com
HTTP-Path-Param-world = yes
HTTP-Path-Param-goodbye = no
HTTP-Path-Param-someProp = someValue)
HTTP-Method = GET
HTTP-Version = HTTP/1.1

詳細な説明

操作 GET /email/notanemail/hello/ctx/list/ は URI の正規化の結果であり、これによって、RFC 仕様および予約区切り
文字が確実に受け付けられます。各パス セグメントの内訳、およびこのように解析された理由をここに示します。

元のパス セグメント 正規化されたパス セグメント 説明
電子メール 電子メール 区切り文字が見つからないため、セグメン

ト全体が使用されます。
notanemail@nothing.com notanemail @ 記号は区切り文字であるた

め、notanemail の部分はセグメントの識
別に使用され、nothing.com は匿名パラ
メータとして処理されます（キー/値ペア形
式ではないためです）。
この匿名パラメータは、HTTP-Path-
Parm-1 プロパティの下の要求メタデータ
に格納されます（1 は見つかった最初の匿
名パラメータであることを示します）。

hello;world=yes;goodbye=no hello セミコロンは区切り文字であるため、hello
部分はセグメントの識別に使用され、セグ
メントの残りの部分はパラメータのセット
として解析されます。
world=yes はキー/値ペア形式になるた
め、HTTP-Path-Param-world プロパティ
の下の要求メタデータに格納されます。
goodbye=no はセミコロンによってセグ
メントの前の部分と区切られており、また
キー/値ペア形式になるため、HTTP-Path-
Param-goodbye プロパティの下の要求メ
タデータに格納されます。

ctx(someProp=someValue) ctx 左丸かっこは区切り文字です。そのた
め、ctx 部分はセグメントの識別に使用さ
れます。
someProp=someValue) はキー/値ペア
形式になるため、HTTP-Path-Param-
someProp プロパティの下の要求メタデー
タに格納されます。
右丸かっこは、パラメータ値の一部です。
このかっこは他の区切り文字と同じと見な
されていて、開きかっこを閉じるために使
用されると RFC で定義されている前提も
ないので、これは予期されていました。
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list list この最後のパス セグメントにはクエリ セ
クション（? で区切られた）が含まれてい
るため、list はセグメントの識別に使用さ
れます。
クエリ パラメータ order および filter は解
析され、引数として要求に追加されます。

REST データ プロトコルおよび要求データ マネージャ DPH を使用したパス セグメントからの引数の作成

マッチングを行うために、ユーザは一般的に引数として使用する URI のパス セグメントからデータを抽出します。作
成した HTTP 要求を再度考慮してください。これには、電子メール アドレスとして機能するセグメントが含まれていま
す。

/email/notanemail@nothing.com/hello;world=yes;goodbye=no/ctx(someProp=someValue)/list?
order=ascending&filter=*

以下のセグメント
notanemail@nothing.com

を引数に抽出するために、REST データ プロトコルと要求データ マネージャ DPH を一緒に使用する必要があります。
このプロセスは、仮想サービスの作成中に実行されると想定されています（ライブ レコーディングまたは要求/応答ペア
のいずれかによって）。使用する要求および応答 DPH を選択するために、レコーディング ウィザードのステップに到達
したら、REST データ プロトコルがあることを確認し、要求データ マネージャ DPH を要求側のデータ プロトコルに追
加します。これは、REST データ プロトコルの後にする必要があります。

REST データ プロトコルの設定方法

1. デフォルトでは、REST DPH は URI ルールを使用して設定されます。
GET /email/notanemail/hello/ctx/list/

このルールは削除される必要があります。GET /email/somethingDifferent@nothing.com/
hello;world=yes;goodbye=no/ctx(someProp=someValue)/list?order=ascending&filter=* のよう
な、電子メール アドレスが予期される別のテキストが含まれる他の URI に適切にマッチしないためです。

2. 文字列 GET /email/{EMAILADDRESS}/hello/ctx/list/ で新しい URI ルールを追加します。このルール
は、REST DPH に対し URI 内の 2 番目のセグメントが EMAILADDRESS 要求引数に格納される必要があることを指
示します。

要求データ マネージャ DPH の設定方法

これによって、URI の解析済みのセグメントのコピーを適切な要求引数にコピーできます。HTTP-Segment-Attr-1:
notanemail@nothing.com エントリを EMAILADDRESS 要求引数にコピーするには、以下の手順に従います。

1. リストから最初のトランザクションを選択し、新しいアクションをアクション リストに追加します。
2. アクション リストで新しいアクションを選択し、アクションが［コピー］に設定されていることを確認します。 
3. 右側にある［属性］ノードを展開し、HTTP-Segment-Attr-1: notanemail@nothing.com エントリを選択しま
す。選択されたエントリが強調表示されたら、［ソース］ボタンをクリックします。これによって、そのエントリを
ソースとして使用するアクションが更新されます。

4. 右側にある［引数］ノードを展開し、EMAILADDRESS : notanemail エントリを選択します。選択されたエント
リが強調表示されたら、［ターゲット］ボタンをクリックします。これによって、ソース値がターゲット引数にコ
ピーされるように、アクションが更新されます。UI で引数が notanemail であると表示されますが、問題はありま
せん。このように表示されるのは、これが要求データ マネージャ DPH が実行される前の引数の値であるためです。

5. 右側にある［操作］ノードを選択します。ノードが強調表示されたら、［一致］ボタンをクリックします。これに
よって、選択された操作に対してのみ実行されるように、アクションが更新されます。

これで、仮想サービスを作成する準備ができました。生成された VSM で、要求データ マネージャ DPH が、仮想
HTTPS リスナ ステップの 2 番目のデータ プロトコルとして表示されます。
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Service Virtualization での DevTest ポータルの使用
ポータルは、 製品で最もよく使用されるワークフローへのアクセスを簡単にする Web ベースのアプリケーションで
す。 は上級ユーザ向けのメイン アプリケーションであり、 製品の内部で使用できるすべての機能が含まれています。

このセクションには、ポータルを使用してサポート対象機能に対するサービスの動作を仮想化する方法の詳細情報が記載
されています。

NOTE

詳細情報：

• DevTest ポータル
• レコーディングによるサービスの仮想化
• 要求/応答ペアを使用した仮想化
• Swagger からの仮想サービスの作成
• WSDL からの仮想サービスの作成
• 仮想サービスの編集
• 仮想サービスの展開
• 仮想サービスのモニタ

レコーディングによる仮想サービスの作成
ポータルでは、クライアントとサーバ間のトラフィックを記録することによって、仮想サービスを作成できます。

この手順では、仮想サービス環境（VSE）および  ポータルが実行されていることを前提としています。

仮想サービス作成作業を中断し、後で再開することができます。初期画面の右上の領域には、進行中の仮想サービスの
数が示されます。仮想サービスを表示するには、［リストの表示］をクリックします。作成を再開するには、［アクショ
ン］列で［編集］アイコンをクリックするか、仮想サービス名をクリックします。リストから仮想サービスを削除するに
は、［アクション］列で［削除］アイコンをクリックします。初期画面に戻るには、［リストを非表示にする］をクリッ
クします。

以下のビデオには、HTTP トランスポート プロトコルでのレコーディングのデモが含まれています。

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューから［作成］-［仮想サービス］を選択します。
2. 以下のようにして、仮想サービスに関する基本情報を指定します。

a. VSE サーバを選択します。
b. 仮想サービスの名前を入力します。
c. （オプション）仮想サービスの説明を入力します。
d. トランスポート プロトコルを選択します。

3. ［続行］をクリックします。
4. 以前に保存されたレコーディングの設定のリストを表示するには、［List］をクリックします。名前、プロトコル、
またはステータスによってレコーディングを並べ替えることができます。レコーディングを削除することもできま
す。

5. 適切なページで手順を実行して、トランスポート プロトコルを設定し、トラフィックを記録します。
– レコーディングによるサービスの仮想化（HTTP または HTTP/S）
– レコーディングによるサービスの仮想化（TCP）
– レコーディングによるサービスの仮想化（ODP）
– レコーディングによるサービスの仮想化（CICS）

6. （オプション） 1 つ以上のデータ プロトコルを選択します。
7. 1 つ以上のデータ プロトコルを選択した場合は、それぞれを設定します。
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8. ［ベース パス］フィールドには、トランザクションに基づいて自動計算された値が含まれますが、要件に応じて編集
することもできます。

9. 仮想サービスを保存します。

レコーディングによるサービスの仮想化（HTTP または HTTP/S）

HTTP トランスポート プロトコルでのレコーディングで仮想サービスを作成する場合は、このページの手順に従って、
トランスポート プロトコルを設定し、トランザクションをレコーディングします。

以下の図は、［HTTP トランスポート プロトコル］パネルを示しています。

コンポーネントが検証されるとレコーディングの画像の色が変わります。上記の図では、VS レコーダおよびサーバは有
色であり、それらが検証されたことを示しています。

レコーディングに必要となるすべての必須情報を入力すると、レコーディングのステータスが「ドラフト」から「準備完
了」に変わります。ステータスは、青い［状況］ボタンに表示されます。レコーディングに関する詳細情報を取得するに
は、［状況］をクリックします。

HTTP トランスポート プロトコルを使用してレコーディングによって仮想サービスを作成する場合、エンコーディング
や条件ヘッダ（If-Match、Accept-Encoding、If-Range など）を追加することはできません。

以下の手順に従います。

1. Service Virtualization によって VS レコーダのデフォルト ホストが選択されます。レコーダが実行される、このホス
トの名前または IP アドレスを変更するには、ドロップダウンから別の IP アドレスを選択します。複数のホスト IP
アドレスがあり、それらの IP アドレスのすべてを記録する場合、「すべて」がドロップダウン内の最初のオプショ
ンとして提供され、デフォルトで選択されています。

2. VS レコーダのポートを入力または変更するには、ロック アイコンをクリックして入力用のフィールドを有効にしま
す。レコーダが受信要求のリスン ポートとして使用するポート番号を入力します。

3. 記録する Web サイトを指定するには、［ターゲット URL の入力］フィールドに URL を入力します。以下の形式を
使用できます。
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– <IP>:<ポート>
– <ホスト名>:<ポート>
– <サーバ>.<ドメイン>
URL を入力すると、仮想サービス環境（VSE）は、形式を検証します。フィールドを完全に入力し、Tab キーまた
は Enter キーを押すと、VSE は、サーバがアクセス可能であることを確認するためにターゲット サーバへコールし
ます。 が実行されているのと同じマシン上で実行されているアプリケーションを仮想化できます。

4. （オプション）［クライアントから受信したホスト ヘッダ パラメータは変更しない］チェック ボックスをオンまた
はオフにします。
オンの場合、このオプションは、クライアント アプリケーションから受信したホスト ヘッダをターゲット サーバに
転送するようにライブ呼び出しに指示します。オフの場合、ライブ呼び出しは、ホスト ヘッダ パラメータを再生成
して、host: < ##### ### >:< ##### ### > にします。

5. （オプション）［トランザクションの非識別化］チェック ボックスをオンまたはオフにします。
このチェックボックスは、レコーディング中に機密データを認識し、ランダムな値を代入するかどうかを指定しま
す。詳細については、「データの非識別化」を参照してください。このオプションは、詳細モードで使用できます。

6. （オプション）［すべてのトランザクションをステートレスとして処理］チェック ボックスをオンまたはオフにしま
す。
このチェック ボックスは、記録されたすべてのトランザクションをステートレスとして処理するかどうかを指定しま
す。通常、このオプションをオフにします。このオプションは、詳細モードで使用できます。

7. 以下のいずれかのオプションを選択します。
– SSL を使用せずに記録するには、［Use SSL］チェック ボックスをオフにしておきます。
– SSL を使用して記録するには、［Use SSL］チェック ボックスのいずれかまたは両方を選択します。左側の
［Use SSL］チェック ボックスでは、クライアントに送信される SSL 証明書に関する情報を入力できます。右側
の［Use SSL］チェック ボックスでは、サーバに送信される SSL 証明書に関する情報を入力できます。

8. （オプション）［Use SSL］チェック ボックスのいずれかまたは両方を選択した場合は、以下のフィールドに入力し
ます。
– SSL キーストア ファイル
キーストア ファイルの名前を指定します。
ファイル システムでキーストア ファイルを検索するには、［参照］をクリックします。キーストア ファイル
は、PKCS12 または JKS 形式である必要があります。

– SSL キーストア パスワード
指定したキーストア ファイルに関連付けられたパスワードを指定します。

– SSL キー エイリアス
公開鍵のエイリアスを指定します。ファイルに 2 つ以上のキーがある場合、キー エイリアスはファイルで使用す
るキーを指定します。

– SSL キー パスワード
キーストア ファイル内の指定したエイリアスに関連付けられたパスワードを指定します。

9. （オプション） SSL パラメータを検証するには、［Validate］をクリックします。SSL フィールドにデータを入力す
ると、検証が順次実行されます。

10.［レコーディングを開始］をクリックします。
11.記録されるトランザクションを参照するには、オレンジ色の［処理数］ボタンをクリックします。レコーディング中
またはレコーディング後にトランザクション リストをクリアするには、［クリア］をクリックします。

12.記録されるトランザクションを操作するには、オレンジ色の［処理数］ボタンをクリックし、次に［最大化］ボタン
をクリックします。これでリストからトランザクションを選択して要求データおよび応答データを表示することがで
きます。
［ボディ］タブでは以下をクリックすることができます。
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–

［検索］ - 応答データのテキストを検索します。
–

［フォーマット］ - テキスト、HTML、XML、または JSON として応答データをフォーマットします。テキストの
自動フォーマットやワードラップの切り替えも選択できます。

–

［最大化］ - 見やすくするためにこのタブを最大化します。
13.レコーディングが完了したら、［レコーディングの停止］、［次へ］の順にクリックします。

レコーディングによるサービスの仮想化（HTTP または HTTP/S） - 拡張 VS レコーダ

拡張 VS レコーダ機能を有効にしている場合、DevTest API のバージョン 2 を使用して、仮想サービスを記録するための
強化されたワークフローを使用できます。この機能は現在、HTTP トランスポート プロトコルに限定されています。詳
細については、「既知の問題」を参照してください。

HTTP トランスポート プロトコルでのレコーディングで仮想サービスを作成する場合は、このページの手順に従って、
トランスポート プロトコルを設定し、トランザクションをレコーディングします。

以下の図は、［HTTP トランスポート プロトコル］パネルを示しています。

コンポーネントが検証されるとレコーディングの画像の色が変わります。上記の図では、VS レコーダおよびサーバは有
色であり、それらが検証されたことを示しています。

レコーディングに必要となるすべての必須情報を入力すると、レコーディングのステータスが「ドラフト」から「準備完
了」に変わります。ステータスは、青い［状況］ボタンに表示されます。レコーディングに関する詳細情報を取得するに
は、［状況］をクリックします。
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以下の手順に従います。

1. Service Virtualization によって VS レコーダのデフォルト ホストが選択されます。レコーダが実行される、このホス
トの名前または IP アドレスを変更するには、ドロップダウンから別の IP アドレスを選択します。複数のホスト IP
アドレスがあり、それらの IP アドレスのすべてを記録する場合、「すべて」がドロップダウン内の最初のオプショ
ンとして提供され、デフォルトで選択されています。

2. VS レコーダのポートを入力または変更するには、ロック アイコンをクリックして入力用のフィールドを有効にしま
す。レコーダが受信要求のリスン ポートとして使用するポート番号を入力します。

3. 記録する Web サイトを指定するには、［ターゲット URL の入力］フィールドに URL を入力します。以下の形式を
使用できます。
– <IP>:<ポート>
– <ホスト名>:<ポート>
– <サーバ>.<ドメイン>
URL を入力すると、仮想サービス環境（VSE）は、形式を検証します。 が実行されているのと同じマシン上で実行
されているアプリケーションを仮想化できます。

4. （オプション）［クライアントから受信したホスト ヘッダ パラメータは変更しない］チェック ボックスをオンまた
はオフにします。
オンの場合、このオプションは、クライアント アプリケーションから受信したホスト ヘッダをターゲット サーバに
転送するようにライブ呼び出しに指示します。オフの場合、ライブ呼び出しは、ホスト ヘッダ パラメータを再生成
して、host: < ##### ### >:< ##### ### > にします。

5. （オプション）［トランザクションの非識別化］チェック ボックスをオンまたはオフにします。
このチェックボックスは、レコーディング中に機密データを認識し、ランダムな値を代入するかどうかを指定しま
す。詳細については、「データの非識別化」を参照してください。このオプションは、詳細モードで使用できます。

6. （オプション）［すべてのトランザクションをステートレスとして処理］チェック ボックスをオンまたはオフにしま
す。
このチェック ボックスは、記録されたすべてのトランザクションをステートレスとして処理するかどうかを指定しま
す。通常、このオプションをオフにします。このオプションは、詳細モードで使用できます。

7. 以下のいずれかのオプションを選択します。
– SSL を使用せずに記録するには、［Use SSL］チェック ボックスをオフにしておきます。
– SSL を使用して記録するには、［Use SSL］チェック ボックスのいずれかまたは両方を選択します。左側の
［Use SSL］チェック ボックスでは、クライアントに送信される SSL 証明書に関する情報を入力できます。右側
の［Use SSL］チェック ボックスでは、サーバに送信される SSL 証明書に関する情報を入力できます。

8. （オプション）［Use SSL］チェック ボックスのいずれかまたは両方を選択した場合は、以下のフィールドに入力し
ます。
– SSL キーストア ファイル
キーストア ファイルの名前を指定します。
ファイル システムでキーストア ファイルを検索するには、［参照］をクリックします。キーストア ファイル
は、PKCS12 または JKS 形式である必要があります。

– SSL キーストア パスワード
指定したキーストア ファイルに関連付けられたパスワードを指定します。

– SSL キー エイリアス
公開鍵のエイリアスを指定します。ファイルに 2 つ以上のキーがある場合、キー エイリアスはファイルで使用す
るキーを指定します。

– SSL キー パスワード
キーストア ファイル内の指定したエイリアスに関連付けられたパスワードを指定します。

9. （オプション） SSL パラメータを検証するには、［Validate］をクリックします。SSL フィールドにデータを入力す
ると、検証が順次実行されます。

10.［レコーディングを開始］をクリックします。
11.記録されるトランザクションを参照するには、オレンジ色の［処理数］ボタンをクリックします。レコーディング中
またはレコーディング後にトランザクション リストをクリアするには、［クリア］をクリックします。
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12.記録されるトランザクションを操作するには、オレンジ色の［処理数］ボタンをクリックし、次に［最大化］ボタン
をクリックします。これでリストからトランザクションを選択して要求データおよび応答データを表示することがで
きます。
［ボディ］タブでは以下をクリックすることができます。
–

［検索］ - 応答データのテキストを検索します。
–

［フォーマット］ - テキスト、HTML、XML、または JSON として応答データをフォーマットします。テキストの
自動フォーマットやワードラップの切り替えも選択できます。

–

［最大化］ - 見やすくするためにこのタブを最大化します。
13.レコーディングが完了したら、［レコーディングの停止］、［次へ］の順にクリックします。

レコーディングによるサービスの仮想化（TCP）

TCP トランスポート プロトコルでのレコーディングで仮想サービスを作成する場合は、このページの手順に従って、ト
ランスポート プロトコルを設定し、トランザクションをレコーディングします。

以下の図は、［TCP トランスポート プロトコル］パネルを示しています。

レコーディングに必要となるすべての必須情報を入力すると、レコーディングのステータスが「ドラフト」から「準備完
了」に変わります。ステータスは、青い［状況］ボタンに表示されます。レコーディングに関する詳細情報を取得するに
は、［状況］をクリックします。

 685



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

以下の手順に従います。

1. Service Virtualization によって VS レコーダのデフォルト ホストが選択されます。レコーダが実行される、このホス
トの名前または IP アドレスを変更するには、ドロップダウンから別の IP アドレスを選択します。複数のホスト IP
アドレスがあり、それらの IP アドレスのすべてを記録する場合、「すべて」がドロップダウン内の最初のオプショ
ンとして提供され、デフォルトで選択されています。

2. VS レコーダのポートを入力または変更するには、ロック アイコンをクリックして入力用のフィールドを有効にしま
す。レコーダが受信要求のリスン ポートとして使用するポート番号を入力します。

3. サーバが実行されているターゲット ホストの名前または IP アドレスを［ターゲット ホスト］フィールドに入力しま
す。

4. ターゲット ホストのポート番号を［ポート］フィールドに入力します。
5. 以下のいずれかのオプションを選択します。

– SSL を使用せずに記録するには、［SSL を使用］チェック ボックスをオフにしておきます。
– SSL を使用して記録するには、［SSL を使用］チェック ボックスのいずれかまたは両方をオンにします。TCP レ
コーディングでは、クライアントとサーバに対して同じ SSL 証明書を使用します。

6. （オプション）［SSL を使用］チェック ボックスのいずれかまたは両方をオンにした場合は、以下のフィールドに
入力します。
– SSL キーストア ファイル
キーストア ファイルの名前を指定します。
ファイル システムでキーストア ファイルを検索するには、［参照］をクリックします。キーストア ファイル
は、PKCS12 または JKS 形式である必要があります。

– SSL キーストア パスワード
指定したキーストア ファイルに関連付けられたパスワードを指定します。

– SSL キー エイリアス
公開鍵のエイリアスを指定します。ファイルに 2 つ以上のキーがある場合、キー エイリアスはファイルで使用す
るキーを指定します。

– SSL キー パスワード
キーストア ファイル内の指定したエイリアスに関連付けられたパスワードを指定します。

7. （オプション） SSL パラメータを検証するには、［検証］をクリックします。SSL フィールドにデータを入力する
と、検証が順次実行されます。

8. 以下のチェック ボックスをオンまたはオフにします。詳細については、「TCP の仮想化」を参照してください。
– 要求をテキストとして処理
要求がテキストとして処理されるかどうかを指定します。
このチェック ボックスをオフにする場合は、要求エンコーディングを選択する必要があります。ドロップダウン
リストでは、最も一般的なエンコーディング タイプがデフォルトで表示されます。すべての利用可能なオプショ
ンを表示するには、［All］をクリックします。最も一般的なタイプのリストに戻るには、［Subset］をクリック
します。

– 応答をテキストとして処理応答がテキストとして処理されるかどうかを指定します。
このチェック ボックスをオフにする場合は、応答エンコーディングを選択する必要があります。ドロップダウン
リストでは、最も一般的なエンコーディング タイプがデフォルトで表示されます。すべての利用可能なオプショ
ンを表示するには、［All］をクリックします。最も一般的なタイプのリストに戻るには、［Subset］をクリック
します。

– 要求中の区切り文字を自動検出
要求区切り文字を自動検出するかどうかを指定します。
このチェック ボックスをオフにする場合、使用する要求区切り文字を選択する必要があります。一部の区切り文
字では、追加情報を入力する必要があります。たとえば、［正規表現はレコードと一致］を選択した場合、一致さ
せる正規表現も指定する必要があります。

– 応答中の区切り文字を自動検出応答中の区切り文字を自動検出するかどうかを指定します。
このチェック ボックスをオフにする場合、使用する応答区切り文字を選択する必要があります。一部の区切り文
字では、追加情報を入力する必要があります。

9. （オプション）［トランザクションの非識別化］チェック ボックスをオンまたはオフにします。
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このチェックボックスは、レコーディング中に機密データを認識し、ランダムな値を代入するかどうかを指定しま
す。詳細については、「データの非識別化」を参照してください。このオプションは、詳細モードで使用できます。

10.（オプション）［すべてのトランザクションをステートレスとして処理］チェック ボックスをオンまたはオフにしま
す。
このチェック ボックスは、記録されたすべてのトランザクションをステートレスとして処理するかどうかを指定しま
す。通常、このオプションをオフにします。このオプションは、詳細モードで使用できます。

11.［レコーディングを開始］をクリックします。
12.記録されるトランザクションを参照するには、オレンジ色の［処理数］ボタンをクリックします。レコーディング中
またはレコーディング後にトランザクション リストをクリアするには、［クリア］をクリックします。

13.記録されるトランザクションを操作するには、オレンジ色の［処理数］ボタンをクリックし、次に［最大化］ボタン
をクリックします。これでリストからトランザクションを選択して要求データおよび応答データを表示することがで
きます。
［ボディ］タブでは以下をクリックすることができます。
–

［検索］ - 応答データのテキストを検索します。
–

［フォーマット］ - テキスト、HTML、XML、または JSON として応答データをフォーマットします。テキストの
自動フォーマットやワードラップの切り替えも選択できます。

–

［最大化］ - 見やすくするためにこのタブを最大化します。
14.レコーディングが完了したら、［レコーディングの停止］、［次へ］の順にクリックします。

TCP の仮想化

TCP トランスポート プロトコルでは、1 つ以上のクライアントと 1 つのサーバ間で RAW TCP/IP トラフィックを仮想化
できます。このトランスポートは HTTP プロトコルに類似しており、同じ機能の多くを使用します。

レコーディング時に、エンドポイント モードで HTTP を設定するのとまったく同様に TCP プロトコルを設定します。
リスンするソケット、ターゲット サーバ、および送信先を指定します。このプロトコルは、クライアントとサーバ間で
データを転送し、そのデータを「リスン」して VSE トランザクションを作成します。

バイトから VSE トランザクションへの変換

要求または応答を構成しているすべてのもの、およびそれらの要求と応答を関連付ける方法を知るのは簡単ではありませ
ん。TCP データには固有の構造がありません。受信データ ストリームで要求を識別するには、要求区切り文字が必要で
す。また、応答区切り文字は厳密には必要ありませんが、応答区切り文字も選択できます。

レコーダは、以下のルールを使用して要求と応答を特定し、要求と応答を一緒にトランザクションに関連付けます。

1. 要求には 0 または 1 つの応答が続きます。
2. 各応答は、完了した最新の要求とペアになります。
3. 要求が完了していないことを要求区切り文字が示している場合でも、応答データを受信すると完了していると見なさ
れます。

4. 応答が完了していないことを応答区切り文字（存在する場合）が示している場合でも、要求データを受信すると完了
していると見なされます。

5. 応答データの受信時に、応答区切り文字によって応答の完了が検出された場合、それ以降の応答データは破棄されま
す。

以下に例を示します。
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Request 1 - Request 2 - Response A - Partial Request 3 - Response B - Request 4 - Partial Response C - Request 5 - Response D With Trailing Data

このデータは、以下のようにトランザクションへと解析されます。

• 応答のない要求 1
• 応答 A のある要求 2（ルール 2）
• 応答 B のある部分的な要求 3（ルール 3）
• 部分的な応答 C のある要求 4（ルール 4）
• 応答 D のある要求 5、ただし「後続データ」はドロップ（ルール 5）

クライアントとサーバが同期要求/応答パラダイムに従っており、応答のない要求を処理する場合には、このシステムが
機能します。このシステムは、非同期通信、または複数の応答を持つ要求を処理しません。

会話の作成

デフォルトでは、VSE は、TCP サービス イメージの記録時に、マシン名（または IP アドレス）および送信ソケット
に基づいて会話を作成します。送信ソケットが変更されるたびに、新しい会話が開始されます。この動作を変更するに
は、［すべてのトランザクションをステートレスとして処理］チェック ボックスをオンにします。

標準の区切り文字

には以下の区切り文字があります。

• なし
• レコードは行末で終了する

1 つ以上の改行文字によって、各要求/応答が終了します。区切り文字自体は、要求/応答に含まれません。
値:
– \n
– \r
– Unicode 文字 0085、2028、2029

• レコードは固定長である
各要求/応答は、特定のバイト数の長さです。

• レコードはデータ パッケージ全体と等しい
データの終端が検出されるまで応答が読み取られます。受信したコンテンツ全体が応答として処理されます。

• レコードを特定の文字によって区切る
カンマなどの特定の文字または文字のシーケンスによって、各要求/応答が終了します。シーケンス全体が一致する必
要があります。区切り文字自体は、要求/応答に含まれません。このオプションは、CSV ファイルのインポートに類
似しています。

• 区切り文字は正規表現に一致する
正規表現に一致するバイト セットによって、各要求/応答が終了します。区切り文字自体は、要求/応答に含まれませ
ん。

• 正規表現はレコード（区切り文字を含む）に一致する
正規表現に一致する文字が応答に含まれます。表現に一致しない文字は無視されます。

• SWIFT
これは、金融関連メッセージに使用される業界標準のプロトコルです。

要求/応答に区切り文字が含まれていない場合（通常）、連続する区切り文字のセットは無視されます。

レコーディングの際に区切り文字を指定しない場合、レコーダが区切り文字を決定します。
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［要求をテキストとして処理］および［応答をテキストとして処理］

以下のチェック ボックスは、要求データと応答データの解析方法を制御します。

• 要求をテキストとして処理
要求を VSE 要求のボディとして使用するかどうかを指定します。
値:
– オン： 要求全体を VSE 要求のボディ テキストとして設定します。最初の「単語」（最初のスペース文字まで）
は、操作名として使用されます。

– オフ： 要求ボディをバイナリとして処理し、操作名を OPERATION に設定します。
• 応答をテキストとして処理
応答を VSE 応答のボディとして使用するかどうかを指定します。
値:
– オン： 応答ボディをテキストとして処理し、埋め込まれた NULL （\0）をスペースに変換します。
– オフ： 応答ボディをバイナリとして処理します。

トランザクション数が正しくない理由

トランザクション数は、常に少なくとも 1 ずつ遅延します。TCP プロトコルは、完了したトランザクションを検出する
と、次のトランザクションが開始されるまでそのトランザクションをキャッシュします。その理由は、応答後に、サー
バが意図的にソケットを閉じる場合があるためです。この状況が発生すると、TCP プロトコルはそれを検出し、応答に
lisa.vse.close_socket_after_response=TRUE を設定します。このプロパティが設定されると、VSE は、再生時に応答
を送信した後、サーバ側のソケットを閉じます。

応答区切り文字を使用しない場合、トランザクション数はさらに 1 つ遅延します。TCP プロトコルは、新しい要求が
開始されるまで、応答が完了したことを知りません。したがって、合計数に 2 つの差がある可能性があります。レコー
ディングが完了すると、その数は正しくなります。

レコーディングによるサービスの仮想化（ODP）

不透明データ処理（ODP）を使用すると、要求および応答の形式が不明な場合に、Service Virtualization でデータを十分
詳細に仮想化することができます。ODP により、新しいメッセージ フォーマットに遭遇するたびに新しいデータ ハンド
ラを必要とすることがなくなります。

要求および対応する応答を記録して、Service Virtualization がメッセージ構造を推定できます。Service Virtualization
は、要求のバイトを対応する応答のバイトに関連付けて、その他のプロトコルで利用可能であるものと同じ「マジック
ストリング」動作を提供することができます。Service Virtualization では、要求の構造を十分に理解して、仮想サービス
の再生時に発生した新しい要求をインテリジェントに照合することもできます。

ODP が特許アルゴリズムを使用して、記録された ODP サービス イメージのすべての要求と、受信した要求を比較しま
す。最も一致する要求が選択され、動的なマジック ストリング置換の実行後に、対応する応答が返されます。

ODP の一致アルゴリズムは、一致プロセス中のエントロピーによって誘導されるウェイトに適用されます。エントロ
ピー重み付けプロセスは、メッセージ内のどのバイトが重要なのかを推測します。たとえば、一致プロセス中の操作タイ
プに対するバイトの重要性は、残りのペイロードよりも高くなります。エントロピー重み付けプロセスが最適に機能する
のは、記録されたメッセージのサンプルが多く（100 以上）、パラメータ値のサンプリングが多様であるときです。

ODP の一致および応答アルゴリズムは、バイナリとテキスト メッセージの両方のプロトコルで機能することが明らかに
なりました。最適な結果は、固定幅フィールド（IMS など）または区切りフィールド（XML ベースのプロトコルなど）
を使用するプロトコルで得られました。長さのエンコードを使用するプロトコル形式（たとえば ASN.1）で得られた精
度も妥当なものでしたが、これらの形式は最大の課題となっています。

ODP では、RAW TCP/IP ソケットを使用してキャプチャできるトラフィックがサポートされています。

以下のビデオでは、ODP の概念について説明します。
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ODP の使用方法

ODP を使用して仮想サービスをレコーディングするには、以下の手順を使用します。

前提条件と準備手順の詳細については、「TCP の仮想化」を参照してください。 

ODP トランスポート プロトコルを使用して仮想サービスを記録するには、［レコーディング］ウィンドウの下部ペイン
で情報を入力します。

レコーディングに必要となるすべての必須情報を入力すると、レコーディングのステータスが「ドラフト」から「準備完
了」に変わります。ステータスは、青い［状況］ボタンに表示されます。レコーディングに関する詳細情報を取得するに
は、［状況］をクリックします。

以下の手順に従います。

1. 「レコーディングによるサービスの仮想化」の説明に従って、仮想サービスに関する基本情報を指定します。
2. Service Virtualization によって VS レコーダのデフォルト ホストが選択されます。レコーダが実行されるホストの名
前または IP アドレスを変更するには、ドロップダウンから別の IP アドレスを選択します。複数のホスト IP アドレ
スがあり、それらの IP アドレスのすべてを記録する場合、「すべて」がドロップダウン内の最初のオプションとし
て提供され、デフォルトで選択されています。

3. VS レコーダのポートを入力または変更するには、ロック アイコンをクリックして入力用のフィールドを有効にしま
す。レコーダが受信要求のリスン ポートとして使用するポート番号を入力します。

4. サーバが実行されているターゲット ホストの名前または IP アドレスを［ターゲット ホスト］フィールドに入力しま
す。

5. ターゲット ホストのポート番号を［ポート］フィールドに入力します。
6. 以下のいずれかのオプションを選択します。

– SSL を使用せずに記録するには、［SSL を使用］チェック ボックスをオフにしておきます。
– SSL を使用して記録するには、［SSL を使用］チェック ボックスのいずれかまたは両方をオンにします。TCP レ
コーディングでは、クライアントとサーバに対して同じ SSL 証明書を使用します。
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7. （オプション）［SSL を使用］チェック ボックスのいずれかまたは両方をオンにした場合は、以下のフィールドに
入力します。
– SSL キーストア ファイル
キーストア ファイルの名前を指定します。
ファイル システムでキーストア ファイルを検索するには、［参照］をクリックします。キーストア ファイル
は、PKCS12 または JKS 形式である必要があります。

– SSL キーストア パスワード
指定したキーストア ファイルに関連付けられたパスワードを指定します。

– SSL キー エイリアス
公開鍵のエイリアスを指定します。ファイルに 2 つ以上のキーがある場合、キー エイリアスはファイルで使用す
るキーを指定します。

– SSL キー パスワード
キーストア ファイル内の指定したエイリアスに関連付けられたパスワードを指定します。

8. （オプション） SSL パラメータを検証するには、［検証］をクリックします。SSL フィールドにデータを入力する
と、検証が順次実行されます。

9. プロファイル タイプを選択します。デフォルトの選択は、［固定長バイナリ］です。オプションは、以下のとおりで
す。
– 固定長バイナリ
固定長のフィールドを含むバイナリ メッセージ。例: CICS、IMS。

– 可変長バイナリ可変長のフィールドを含むバイナリ メッセージ。例: ASN.1、LDAP。
– テキスト
メッセージ構造はテキストで、フィールドは可変長です。例: SOAP、JSON。

– カスタム
詳細モードでのみ選択可能です。

10.以下のチェック ボックスをオンまたはオフにします。詳細については、「TCP の仮想化」を参照してください。
– 要求中の区切り文字を自動検出
要求区切り文字を自動検出するかどうかを指定します。
このチェック ボックスをオフにする場合、使用する要求区切り文字を選択する必要があります。一部の区切り文
字では、追加情報を入力する必要があります。たとえば、［正規表現はレコードと一致］を選択した場合、一致さ
せる正規表現も指定する必要があります。

– 応答中の区切り文字を自動検出応答中の区切り文字を自動検出するかどうかを指定します。
このチェック ボックスをオフにする場合、使用する応答区切り文字を選択する必要があります。一部の区切り文
字では、追加情報を入力する必要があります。

11.（オプション）［トランザクションの非識別化］チェック ボックスをオンまたはオフにします。 
このチェックボックスは、レコーディング中に機密データを認識し、ランダムな値を代入するかどうかを指定しま
す。詳細については、「データの非識別化」を参照してください。このオプションは、詳細モードで使用できます。

12.（オプション）［すべてのトランザクションをステートレスとして処理］チェック ボックスをオンまたはオフにしま
す。
このチェック ボックスは、記録されたすべてのトランザクションをステートレスとして処理するかどうかを指定しま
す。通常、このオプションをオフにします。このオプションは、詳細モードで使用できます。

13.［レコーディングを開始］をクリックします。
14.記録されるトランザクションを参照するには、オレンジ色の［処理数］ボタンをクリックします。レコーディング中
またはレコーディング後にトランザクション リストをクリアするには、［クリア］をクリックします。

15.記録されるトランザクションを操作するには、オレンジ色の［処理数］ボタンをクリックし、次に［最大化］ボタン
をクリックします。これでリストからトランザクションを選択して要求データおよび応答データを表示することがで
きます。
［ボディ］タブでは以下をクリックすることができます。
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–

［検索］ - 応答データのテキストを検索します。
–

［フォーマット］ - テキスト、HTML、XML、または JSON として応答データをフォーマットします。テキストの
自動フォーマットやワードラップの切り替えも選択できます。

–

［最大化］ - 見やすくするためにこのタブを最大化します。
16.レコーディングが完了したら、［レコーディングの停止］、［次へ］の順にクリックします。
設定ウィンドウが開きます。

RAW トランザクションは、［トランザクション/要求］および［応答］ペインに表示されます。

［データの表示形式］ドロップ ダウン リストからデータの形式を選択します。

基本的なオプション:

• バイナリ 16 進、UTF-8、US-ASCII、ISO-8859-1、UTF-16BE、UTF-16LE、UTF-16、[All]
バイナリ 16 進は、バイナリ データ バイトを取り、16 進数として表します。バイナリ 16 進数は、レコーディングの
作成時のデフォルトの選択です。
[All] を選択すると、オプションのリストが展開されます。
その他の選択肢は、［Raw トランザクション］と［クラスタ化されたトランザクション］内のデータを選択した文字
セットに再エンコードします。

展開されたオプション:

• [Subset]、バイナリ 16 進、UTF-8、Big5、Big5-HKSCS、CESU-8、EUC-JP、EUC-
KR、GB18030、GB2312、GBK、IBM-
Thai、IBM00858、IBM01140、IBM01141、IBM01142、IBM01143、IBM01144、IBM01145、IBM01146、
IBM01147、IBM01148、IBM01149、IBM037、IBM1026、IBM1047、IBM273、IBM277、IBM278、IBM280、IBM284、IBM285、IBM290、IBM297、IBM420、IBM424、IBM437、IBM500、IBM775、IBM850、IBM852、IBM855、IBM857、IBM860、IBM861、IBM862、IBM863、IBM864、IBM865、IBM866、IBM868、IBM869、IBM870、IBM871、IBM918、ISO-2022-
CN、ISO-2022-JP、ISO-2022-JP-2、ISO-2022-
KR、ISO-8859-1、ISO-8859-13、ISO-8859-15、ISO-8859-2、ISO-8859-3、ISO-8859-4、ISO-8859-5、ISO-8859-6、ISO-8859-7、ISO-8859-8、ISO-8859-9、JIS_X0201、JIS_X0212-1990、KOI8-
R、KOI8-U、Shift_JIS、TIS-620、US-
ASCII、UTF-16、UTF-16BE、UTF-16LE、UTF-32、UTF-32BE、UTF-32LE、windows-1250、windows-1251、windows-1252、windows-1253、windows-1254、windows-1255、windows-1256、windows-1257、windows-1258、windows-31j、x-
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Big5-HKSCS-2001、x-Big5-Solaris、x-euc-jp-linux、x-EUC-TW、x-eucJP-Open、x-IBM1006、x-IBM1025、x-
IBM1046、x-IBM1097、x-IBM1098、x-IBM1112、x-IBM1122、x-IBM1123、x-IBM1124、x-IBM1166、x-IBM1364、x-
IBM1381、x-IBM1383、x-IBM300、x-IBM33722、x-IBM737、x-IBM833、x-IBM834、x-IBM856、x-IBM874、x-
IBM875、x-IBM921、x-IBM922、x-IBM930、x-IBM933、x-IBM935、x-IBM937、x-IBM939、x-IBM942、x-
IBM942C、x-IBM943、x-IBM943C、x-IBM948、x-IBM949、x-IBM949C、x-IBM950、x-IBM964、x-IBM970、x-
ISCII91、x-ISO-2022-CN-CNS、x-ISO-2022-CN-GB、x-iso-8859-11、x-JIS0208、x-JISAutoDetect、x-Johab、x-
MacArabic、x-MacCentralEurope、x-MacCroatian、x-MacCyrillic、x-MacDingbat、x-MacGreek、x-MacHebrew、x-
MacIceland、x-MacRoman、x-MacRomania、x-MacSymbol、x-MacThai、x-MacTurkish、x-MacUkraine、x-
MS932_0213、x-MS950-HKSCS、x-MS950-HKSCS-XP、x-mswin-936、x-PCK、x-SJIS_0213、x-UTF-16LE-
BOM、X-UTF-32BE-BOM、X-UTF-32LE-BOM、x-windows-50220、x-windows-50221、x-windows-874、x-
windows-949、x-windows-950、x-windows-iso2022jp
バイナリ 16 進は、Base64 でエンコードされたデータを取り、16 進数として表します。
[Subset] は、オプションのリストをデフォルト値に戻します。

選択/展開:
［Raw トランザクション］と［クラスタ化されたトランザクション］内の各トランザクションを選択して展開できま
す。リクエスト本文が長すぎて一行に表示できない場合は、切り捨てられ、展開モードで表示できます。トランザクショ
ンが 1 行に表示できる長さの場合は、切り捨てられません。展開「+」アイコンをクリックすると、アイコンが「-」ア
イコンに変わりますが、展開する必要がないため、トランザクションの下に何も表示されません。一度に展開できるの
は、1 つのトランザクションのみです。トランザクションを展開すると、そのトランザクションが選択されます。別のト
ランザクションを選択すると、以前に展開されていたトランザクションが折りたたまれます。トランザクションの選択
は、基本的に getResponse の実行と同じです。

クラスタ化されたトランザクション:
［Raw トランザクション］の下部で［クラスタを作成］ボタンを選択するまで、［クラスタ化されたトランザクショ
ン］ビューにアクセスできません。［固定長フィールド］と［クラスタ中の特定のトランザクションに一致します］を選
択および選択解除すると、結果に影響するため、クラスタ化されたトランザクションを再生するように促すメッセージが
表示されます。

［データのクラスタ化を実行］をオンにします。このチェック ボックスをオンにすると、データ クラスタという名前で
類似したメッセージがグループ化されます。類似性は、要求バイト、応答バイト、またはその両方に基づいてトランザク
ションをバンドルするバイト マッチング アルゴリズムによって判断されます。［データのクラスタ化を実行］チェック
ボックスをオフにすると、［クラスタ化されたトランザクション］が表示されなくなります。

ウィンドウの下部にある［クラスタを作成］ボタンをクリックすると、トランザクションが clusters という名前の異なる
複数のセットにグループ化されます。VSE は、異なる複数のトランザクションのバイトを照合し、いくつかの共通のエ
レメントを見つけます。
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詳細モード：

• クラスタの見積もり値
これは通常、記録している操作の予想数に対応します。最適な結果を得るために、デフォルトは 10 に設定されま
す。

• クラスタ ディスタンス メソッド
これは、クラスタを生成するために使用されるトランザクション バイト マッチング アルゴリズムです。デフォルト
では、［応答の一致］を使用します。グループの選択時にトランザクションの応答バイトの一致を優先します。代替
の方法として、［要求の一致］がありますが、効率は低くなります。

• 固定長フィールド
フィールドが事前に定義された長さに設定される IMS 要求と同じように、要求に固定長の引数があると考えます。

• クラスタ中の特定のトランザクションに合致
デフォルトでは、再生時に、受信した応答とクラスタの「プロトタイプ」トランザクションをマッチングします。プ
ロトタイプは、レコーディングされたトランザクションがグループ化されるときに作成され、そのグループ内の要求
とほとんど一致するメタ トランザクションが作成されます。このチェック ボックスをオンにした場合、最初にプロト
タイプとマッチングし、次にそのグループ内の特定のトランザクションとほとんど一致するものを探します。返され
る応答は、メタではなくその特定のトランザクションから返されます。

再生オプション:

• スケーリング レベル
重要なフィールドを検出するためにどの程度詳しく分析するかを定義します。スケーリング レベルでは、エント
ロピー分析アルゴリズムを使用して、マッチングで最も重要なバイトを推測します。0 の値は、分析をオフにしま
す。10 の値は、最も詳細な分析を実行します。代替のマッチング方針でより正確に一致するものを取得するように値
を調整します。
デフォルト： 10

• バイナリ トランザクション
このフラグは、記録されているトランザクションと一致させるために受信トランザクションを広げないことを示しま
す。

• マジック ストリングを使用このチェック ボックスは、受信要求と厳密に一致する応答でマジック ストリングの置換
を実行するかどうかを決定します。
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– マジックストリング検索区切り文字（オプション）
選択すると、区切り文字が、マジック ストリングの置換の一部になりません。

– 最小合致長
デフォルトは 4 です。

– パディング文字（オプション）
選択すると、マジック ストリングを検出するときに、パディング文字が含まれません。選択すると、マジック ス
トリングを検出するときに、パディング文字が含まれません。

［オプションを保存］をクリックし、変更を保存して、続行します。

レコーディングによるサービスの仮想化（CICS）

CICS プログラムをレコーディングするには  z/OS LPAR エージェントに接続する必要があります。エージェントは、少
なくとも 1 つの  CICS エージェントに接続されている必要があります。z/OS LPAR エージェントに接続するために必要
な設定については、DevTest メインフレーム ブリッジのプロパティを参照してください。

以下のビデオは、レコーディングの例を示しています。

以下の手順に従います。

1.  ポータルで、［作成］-［仮想サービス］をクリックします。
2. VSE サーバを選択します。
3. 仮想サービスの名前を入力します。
4. （オプション）仮想サービスの説明を入力します。
5. CICS トランスポート プロトコルを選択します。
6. レコーディングする CICS プログラムおよびレコーディングを実行する CICS 領域を指定するには、［エレメントの
追加］をクリックします。
［プログラムの詳細］ボックスが表示されます。

7. プログラム タイプを選択するには、［タイプ］リストを使用してプログラム タイプを選択します。
LINK は CICS LINK コマンドのレコーディングを示します。
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DTP は、CICS 分散トランザクション処理コマンド（ALLOCATE、SEND、RECEIVE など）のレコーディングを示
します。

8. スペースを含まない 1 ~ 8 文字のプログラム名を入力します。
9. 領域リストで、接続されている CICS 領域のリストからレコーディングを実行する CICS 領域を選択します。すべて
の接続されている CICS 領域でレコーディングする場合は、［任意の領域］を選択します。

10.リストから LPAR を選択します。
11.（オプション）プログラム タイプのフィルタを入力します。

LINK プログラムの場合:
［ユーザ ID］は、CICS トランザクションの実行に使用する CICS ユーザ ID です。このユーザ ID の CICS トランザ
クションのみがレコーディングされます。
［システム ID］は、分散プログラム LINK で指定される CICS SYSID 引数です。この SYSID の CICS Link のみがレ
コーディングされます。
［トランザクション ID］は、分散プログラム LINK で指定される CICS TRANID 引数です。この TRANID の CICS
Link のみがレコーディングされます。
［EIB トランザクション ID］は、CICS LINK が実行される CICS トランザクションの CICS トランザクション ID で
す。このトランザクション ID の CICS トランザクションのみがレコーディングされます。
DTP プログラムの場合:
［接続名］は、CICS ALLOCATE コマンド上の 4 文字の接続 ID、またはすべての ALLOCATE コマンドをレコーディ
ングする場合は［任意の接続］です。
［接続タイプ］は［REPLACE］または［PASS THROUGH］です。［置換］は、すべての DTP コマンドがレコー
ディングされ、再生モードで仮想化されることを示します。［PASS THROUGH （パス スルー）］は、セッショ
ンの ALLOCATE および FREE コマンドはレコーディングしますが、再生モードで仮想化しないことを意味します
（セッションを確立できます）。
［トランザクション ID］は、セッションが確立されるときにリモート CICS 領域で呼び出される 4 文字の CICS トラ
ンザクションです。この CICS トランザクションを呼び出すセッションのみがレコーディングされます。
［EIB トランザクション ID］は、CICS DTP コマンドが実行される CICS トランザクションの CICS トランザクショ
ン ID です。このトランザクション ID の CICS トランザクションのみがレコーディングされます。

プログラムが正しく定義されている場合、［仮想化するエレメント］ペインが緑色になり、フィールドの周囲のボックス
が緑色になります。エラーまたは欠落したフィールドがある場合、 ［仮想化するエレメント］ペインにが赤にんあり、
エラーがあるフィールドを囲むボックスが赤になります。前の図で、［名前］フィールドは必須なので、プログラム名が
入力されるまで、そのフィールドの周囲のボックスは赤になっています。

プログラムを手動で入力する代わりに、［定義されたエレメント］ペインを展開して、いずれかを選択することができま
す。
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以下の手順に従います。

1. （オプション）プレフィックスを入力して、検索を絞り込みます。
2. （オプション）各領域から取得するプログラムの最大数を変更します。
3. （オプション）［エレメント］、［領域］、および［LPAR］テキスト ボックスで表示をフィルタ処理します。
4. 仮想化するプログラムを追加するには、プログラムを選択し、［仮想化に追加］ボタンをクリックします。

このペインに表示されるプログラムは、各 CICS 領域上の CICS プログラム テーブル（PPT）で定義されているプログ
ラムです。CICS ではすべてのプログラムが定義されている必要はないので、定義されていないプログラムを仮想化する
には、手動で入力する必要があります。

レコーディングする方法

1. ［レコーディングを開始］をクリックします。
2. レコーディングするプログラムを実行します。
3. ［レコーディングの停止］をクリックします。
4. ［Next］をクリックします。

データ プロトコルを設定する方法

1. copybook 処理を必要とする場合は、［要求/応答データ プロトコル］ペインから、CICS Copybook データ プロトコ
ルを選択し、をクリックして、［>>］ボタンをクリックして、選択したプロトコルに追加します。
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2. 要求と応答の両方で、［Copybook バンドル］を選択します。プロジェクトで Copybook バンドルが定義されていな
い場合は、1 つのバンドルを作成することができます。設定の詳細は Copybook バンドルから取得されますが、［設
定詳細］ペインで、それらを上書きすることができます。

3. レコーディングを保存するには、［次へ］をクリックし、［保存］オプションを選択します。

Service Virtualization と SSL

Service Virtualization レコーディング中、SSL サーバ アプリケーションはテスト中のシステムです。

SSL の使用（レコーダとターゲット サーバの間）

レコーダとサーバの間で［SSL を使用］チェック ボックスをオンにすると、レコーダは SSL 接続を使用してターゲット
サーバと通信します。デフォルトでは、レコーダはサーバ証明書をすべて信頼します。

ターゲット サーバがクライアント認証（双方向 SSL）を要求する場合、レコーダは［SSL を使用］チェック ボックスの
下のフィールドに指定されている証明書を送信します。証明書情報が指定されていない場合、レコーダは、レコーディン
グが実行される VSE サーバの local.properties （ssl.client.cert.* プロパティ）ファイルで指定されている値を使用しま
す。

クライアントとレコーダの間での SSL の使用

クライアントとレコーダの間で［SSL を使用］チェック ボックスをオンにすると、クライアントは SSL 接続を使用して
レコーダと通信します。レコーディングのこの部分で、レコーダはターゲット サーバの委任であり、クライアントが要
求を開始したときにサーバ証明書を送り返す必要があります。クライアントに送り返される証明書は、［SSL を使用］
チェック ボックスの下のフィールドに指定された証明書です。

証明書情報が指定されていない場合、レコーダは、レコーディングが実行される VSE サーバの local.properties
（ssl.server.cert.* プロパティ）ファイルで指定されているデフォルトの SSL サーバ キーストアの値を使用します。

VSM の再生

［Use SSL to Client］を選択すると、クライアント アプリケーションまたはテスト ケース クライアントと VSM の間
で、SSL ハンドシェイクが発生します。VSM リスン ステップで提供されるキーストアは、サーバ証明書として一方向認
証に使用されます。クライアントと VSM の間では、SSL ハンドシェイクは行われません。そのハンドシェイクは通常の
HTTP です。

ライブ呼び出しステップが実行された場合、SSL ハンドシェイクは VSM クライアントと実際のサーバの間で行われま
す。実際のサーバがクライアント認証を要求する場合、HTTP/S プロトコル ライブ呼び出しステップのキーストアが使
用されます。

キーストアに複数の証明書が含まれる場合、Service Virtualization は最初のものを使用します。
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要求/応答ペアからの仮想サービスの作成
ポータルでは、要求/応答ペアから仮想サービスを作成できます。

zip ファイルをアップロードする場合、要求/応答ペアは zip ファイルのルートに配置されている必要があります。

アップロードする要求/応答ペアに重複したファイル名が含まれている場合、最初の重複ファイルのみが処理されます。
他の重複ファイルは無視されます。

この手順では、仮想サービス環境（VSE）および  ポータルが実行されていることを前提としています。

仮想サービス作成作業を中断し、後で再開することができます。初期画面の右上の領域には、進行中の仮想サービスの
数が示されます。仮想サービスを表示するには、［リストの表示］をクリックします。作成を再開するには、［アクショ
ン］列で［編集］アイコンをクリックするか、仮想サービス名をクリックします。リストから仮想サービスを削除するに
は、［アクション］列で［削除］アイコンをクリックします。初期画面に戻るには、［リストを非表示にする］をクリッ
クします。

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューから［作成］-［仮想サービス］を選択します。
2. ［要求/応答ペア］をクリックします。
3. 以下のようにして、仮想サービスに関する基本情報を指定します。

a. VSE サーバを選択します。
b. 仮想サービスの名前を入力します。
c. （オプション）仮想サービスの説明を入力します。
d. トランスポート プロトコルを選択します。

4. 以下の一方または両方のアクションを実行します。
a. 1 つ以上の要求/応答ペアをアップロードします。
b. 1 つ以上の要求/応答ペアが含まれる zip ファイルをアップロードします。

NOTE

ネイティブ OSX 圧縮ユーティリティを使用して zip ファイルを作成した場合、このユーティリティは
ファイル内に追加の _MACOSX フォルダを作成できます。このフォルダは、 が要求/応答ペアを見つけ
るのを阻止します。ファイルを正常にインポートするには、このフォルダを削除するか、zip ファイルの
作成に別のユーティリティを使用する必要があります。

TIP

処理の必要がある WS セキュリティ ヘッダを使用して SOAP ベースの仮想サービスを作成する場合
は、署名が有効であるために SOAP メッセージが元の状態（書式設定の変更なし）である必要がありま
す。

5. ［続行］をクリックします。
6. トランザクションを表示および編集します。
7. （オプション） 1 つ以上のデータ プロトコルを選択します。
8. 1 つ以上のデータ プロトコルを選択した場合は、それぞれを設定します。
9. ［ベース パス］フィールドには、トランザクションに基づいて自動計算された値が含まれますが、ユーザは要件に応
じて編集することもできます。

10.仮想サービスを保存します。

以下のビデオでは、この機能について説明します。

Swagger （OpenAPI）からの仮想サービスの作成
ポータルでは、Swagger （OpenAPI） 2.0 または 3.0 ドキュメントから仮想サービスを作成できます。
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ここでは、開発の初期段階にあるサービスを仮想化すると仮定します。レコーディングによる仮想サービスの作成は不可
能な場合がありますが、サービスが記述された Swagger （OpenAPI）ドキュメントへのアクセス権があれば、このアプ
ローチを使用できます。

以下のグラフィックは、［接続およびリソースの設定］ダイアログ ボックスを示しています。このダイアログ ボックス
を使用して、含める操作をカスタマイズできます。

この手順では、仮想サービス環境（VSE）および  ポータルが実行されていることを前提としています。

そのドキュメント内の応答オブジェクトにデフォルトに設定されている 1 つの HTTP 応答コードがある場合、応答コー
ドは値 200 にマップされます。

NOTE

Swagger 2.0 と同じ機能を使用して、OpenAPI 3.0 ドキュメントから仮想サービスを作成できます。OpenAPI
3.0 の一部として追加された新機能はサポートされません。

NOTE

定義を参照する $ref キーワードを使用している場合は、文字列の値は相対パス（「./」や「../」など）で始ま
る必要があります。

この機能は、Forward Cars のデモ アプリケーションでテストできます。Forward Cars にはインベントリ サービスを記
述する Swagger 2.0 ドキュメントが含まれています。ドキュメントは以下の URL で入手できます。

 http://localhost:3500/cars-inventory/swagger.json
 

Forward Cars が別のコンピュータで実行されている場合は、localhost を他のコンピュータのホスト名または IP アドレ
スに置き換えます。

Swagger ドキュメントは、examples プロジェクトの Data フォルダでも利用できます。ファイル名は cars-inventory-
swagger.json です。

以下のビデオでは、この機能について説明します。
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以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューから［作成］-［仮想サービス］を選択します。
2. ［仕様］をクリックします。
3. 以下のようにして、仮想サービスに関する基本情報を指定します。

a. VSE サーバを選択します。
b. 仮想サービスの名前を入力します。
c. （オプション）仮想サービスの説明を入力します。

4. 以下の方法のいずれかを使用して、1 つまたは複数の Swagger ドキュメントを指定します。
– Swagger ドキュメントを参照する URL を入力します。
選択した VSE サーバからこの URL にアクセスできる必要があります。

– ［ファイルの選択］をクリックし、Swagger ドキュメントを選択します。
– ［ファイルの選択］をクリックし、1 つまたは複数の Swagger ドキュメントが含まれる zip ファイルを選択しま
す。

5. ［続行］をクリックします。
［接続およびリソースの設定］ダイアログ ボックスが表示されます。

6. 含められる操作をカスタマイズできます。たとえば、3 つの操作から成るセットがある場合、そのうちの 1 つを削除
できます。要求および応答の MIME タイプを変更することもできます。Swagger ドキュメントの内容によって、使用
できる MIME タイプが 1 つのみの場合があります。このダイアログ ボックスでの作業を完了したら、［終了］をク
リックします。

7. トランザクションを表示および編集します。
8. （オプション） 1 つ以上のデータ プロトコルを選択します。
9. 1 つ以上のデータ プロトコルを選択した場合は、それぞれを設定します。
10.［ベース パス］フィールドには、トランザクションに基づいて自動計算された値が含まれますが、要件に応じて編集
することもできます。

11.仮想サービスを保存します。

TIP

解析される Swagger ドキュメントに示されている必須フラグの値に関わらず、すべてのクエリ引数および要求
ヘッダ値が生成される仮想サービスに含まれます。

たとえば、Swagger ドキュメントの以下のスニペット。

{

"name": "patentDocId",

"in": "query",

"description": "patent id to filter the results (eg. 05569676)",

"required": "false",

"type": "string",

},

クエリ引数 patentDocId は、false に等しい必須フラグを持ちます。そのような状況に関係なく、指定されたク
エリ引数は引数として生成される仮想サービスに含まれます。

すべてのクエリ引数が仮想サービスに含められます。含めたくない任意のクエリ引数を削除するには、仮想
サービスを編集する必要があります。

WSDL からの仮想サービスの作成
ポータルでは、1 つまたは複数の WSDL ドキュメントから仮想サービスを作成できます。
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ここでは、開発の初期段階にあるサービスを仮想化すると仮定します。レコーディングによる仮想サービスの作成は不可
能な場合がありますが、サービスを記述した WSDL ドキュメントへのアクセス権があれば、WSDL ドキュメントから仮
想サービスを作成できます。

NOTE
指定した WSDL ドキュメントが原因でポータルにエラー メッセージが表示される場合は、ログ ファイルを問
題の診断に役立てることができるかどうかを確認してください。

以下のグラフィックは、［接続およびリソースの設定］ダイアログ ボックスを示しています。このダイアログ ボックス
を使用して、含める操作をカスタマイズできます。利用可能な操作が、サービスとポートの組み合わせごとに表示されま
す。

この手順では、仮想サービス環境（VSE）および  ポータルが実行されていることを前提としています。

以下のビデオでは、この機能について説明します。

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューから［作成］-［仮想サービス］を選択します。
2. ［仕様］をクリックします。
3. 以下のようにして、仮想サービスに関する基本情報を指定します。

a. VSE サーバを選択します。
b. 仮想サービスの名前を入力します。
c. （オプション）仮想サービスの説明を入力します。

4. 以下の方法のいずれかを使用して、1 つまたは複数の WSDL ドキュメントを指定します。
– WSDL ドキュメントを参照する URL を入力します。
選択した VSE サーバからこの URL にアクセスできる必要があります。

– ［ファイルの選択］をクリックし、WSDL ドキュメントを選択します。
WSDL ドキュメントでは、外部リソースの参照に URL を使用できます。

– ［ファイルの選択］をクリックし、1 つまたは複数の WSDL ドキュメントを含む zip　ファイルを選択します。
WSDL ドキュメントでは、外部リソースの参照に URL を使用できます。
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WSDL ドキュメントでは、相対パスを使用して、同じ zip ファイルに含まれる XSD ファイルを参照できます。
– ［ファイルの選択］をクリックし、 で作成された WSDL バンドルを選択します。

5. ［続行］をクリックします。
6. ［接続およびリソースの設定］ダイアログ ボックスが表示される場合、設定をカスタマイズして 各 WSDL ドキュメ
ント内のポートごとに含める操作を指定できます。たとえば、3 つの操作から成るセットがある場合、そのうちの 1
つを削除できます。このダイアログ ボックスでの作業を完了したら、［終了］をクリックします。

7. トランザクションを表示および編集します。
8. （オプション） 1 つ以上のデータ プロトコルを選択します。
9. 1 つ以上のデータ プロトコルを選択した場合は、それぞれを設定します。
10.仮想サービスを保存します。

NOTE

詳細情報：

• チュートリアル 5： WSDL からの仮想サービス

VSE トランザクションの表示および編集
要求/応答ペア、WSDL、または Swagger から仮想サービスを作成すると、［トランザクションを収集］ペインにトラン
ザクションとそれらの要求および応答のリストが表示されます。

［トランザクションの収集］ペインでは、トランザクションを更新できます。たとえば、要求/応答ペアを追加したり、
要求の本文を編集したりできます。

変更を加えない場合、［次へ］をクリックして次のペインに進みます。

以下の図は、［トランザクションの収集］ペインの主要な部分を示しています。

主要部分の上部の領域には、仮想サービスに関する基本情報が表示されます。仮想サービスの説明およびトランスポート
プロトコルの設定の詳細を変更することができます。

主要部分の上部の領域には、［詳細モード］ボタンもあります。更新の一部では、詳細モードが表示される必要がありま
す。
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トランザクションの追加、変更、および削除

トランザクション レベルでさまざまな変更を加えることができます。

要求/応答ペア、WSDL ドキュメント、Swagger ドキュメント、または手動トランザクションを追加すると、メッセージ
によってアクションを元に戻すことができます。アクションを元に戻すか、［トランザクションの収集］ペインの別の場
所で変更を行うまで、メッセージはそのままになります。

NOTE

• 対応する応答がない要求を追加することができます。ただし、応答を追加するまで、［次へ］ボタンは無効
です。

• 指定した WSDL ドキュメントが原因でポータルにエラー メッセージが表示される場合は、ログ ファイルを
問題の診断に役立てることができるかどうかを確認してください。

以下の手順に従います。

1. 要求/応答ペアを追加するには、［アップロード］アイコンをクリックし、ファイルを選択します。
2. 1 つまたは複数の WSDL ドキュメントを追加するには、以下のアクションのいずれかの操作を行います。

– WSDL ドキュメントを参照する URL を入力し、［アップロード］アイコンをクリックします。
選択した VSE サーバからこの URL にアクセスできる必要があります。

– ［アップロード］アイコンをクリックし、WSDL ドキュメントを選択します。
WSDL ドキュメントでは、外部リソースの参照に URL を使用できます。

– ［アップロード］アイコンをクリックし、1 つまたは複数の WSDL ドキュメントを含む zip ファイルを選択しま
す。
WSDL ドキュメントでは、外部リソースの参照に URL を使用できます。
WSDL ドキュメントでは、相対パスを使用して、同じ zip ファイルに含まれる XSD ファイルを参照できます。

– ［アップロード］アイコンをクリックし、で作成された WSDL バンドルを選択します。
3. 1 つまたは複数の Swagger ドキュメントを追加するには、以下のアクションのいずれかを実行します。

– Swagger ドキュメントを参照する URL を入力します。
選択した VSE サーバからこの URL にアクセスできる必要があります。

– ［ファイルの選択］をクリックし、Swagger ドキュメントを選択します。
– ［ファイルの選択］をクリックし、1 つまたは複数の Swagger ドキュメントが含まれる zip ファイルを選択しま
す。

4. ［接続およびリソースの設定］ダイアログ ボックスが表示されたら、含められる操作をカスタマイズできま
す。Swagger ドキュメントでは、要求および応答の MIME タイプを変更することもできます。Swagger ドキュメン
トの内容によって、使用できる MIME タイプが 1 つのみの場合があります。このダイアログ ボックスでの作業を完
了したら、［終了］をクリックします。

5. トランザクションを手動で追加するには、以下の手順に従います。
a. 詳細モードが表示されていることを確認します。
b. ［追加］アイコンをクリックします。
c. 操作名を入力します。
d. 要求と 1 つ以上の応答を追加します。

6. トランザクションを上下に移動するには、トランザクションを選択し、［上に移動］アイコンまたは［下に移動］ア
イコンをクリックします。また、新しい場所にトランザクションをドラッグすることもできます。

7. トランザクションを削除するには、トランザクションを選択し、［削除］アイコンをクリックします。Ctrl キーを使
用して、複数のトランザクションを選択できます。

8. ［Next］をクリックします。

要求および応答の更新

要求および応答レベルでさまざまな変更を加えることができます。

メタデータは、詳細モードでのみ表示および編集できます。
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プロパティ式は、要求または応答の本文およびメタデータで許可されます。各プロパティ式は、後ほど実行時に評価され
ます。引数の操作が「プロパティ式」に設定されている場合、式で true または false が返されます。

以下の手順に従います。

1. 要求のボディを編集するには、［要求］領域で変更を加えます。
2. 応答のボディを編集するには、［応答］領域で変更を加えます。
3. 詳細モードが表示されていることを確認します。
4. 応答を追加するには：

a. ［応答の追加］アイコンをクリックします。
b. 本文およびメタデータを追加します。

5. 応答を削除するには、以下の手順に従います。
a. 応答を表示します。
b. ［応答の削除］アイコンをクリックします。

6. メタデータを表示するには、［要求］または［応答］ラベルの右側にある［メタデータ］ボタンをクリックします。
7. メタデータを追加するには、以下の手順に従います。

a. ［メタデータの追加］アイコンをクリックします。
b. 名前と値を入力します。

8. メタデータを編集するには、以下の手順に従います。
a. 編集する行を選択します。
b. 変更を加えます。

9. メタデータを削除するには、以下の手順に従います。
a. 削除する役割を選択します。
b. ［メタデータの削除］アイコンをクリックします。

10.［Next］をクリックします。

ベース パス

記録されたトランザクションに基づいて、ベース パスは、すべてのキャプチャされたトランザクションに対応する最も
具体的なパスが選択され自動的に計算されます。また、ユーザは、要件に応じてベース パスを編集できます。［ベース
パス］フィールドは、トランザクションが収集および処理された後にのみ表示されるため、［トランザクションを収集］
ペインにはこのフィールドは表示されません。

例： ベース パスは、基本的に VS を作成するためにキャプチャされたトランザクションの中で最も長く一致する URL で
す。同じポート上で実行されている別の VS からのトランザクションを区別するために使用できます。

以下の 4 つの操作を検討してください。

• GET /v2/store/order/1
• GET /v2/store/inventory
• POST /v2/store/inventory
• GET /v2/pet/1

上記のサンプル トランザクションのベース パスは自動的に 「/v2」と入力されます。

NOTE
ベース パスは、再生モード中に要求を処理するフィルタとして機能します。VSI が応答を提供できる内容に応
じて、ベース パスを締める、または緩めます。
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データ プロトコルの選択
ポータルで仮想サービスを作成する際に、［設定］ペインによって、使用するデータ プロトコルを指定できます。

以下の図は、［設定］ペインの主要な部分を示しています。

左側の領域には、要求側の利用可能なデータ プロトコルと選択されたデータ プロトコルがリストされます。

右側の領域には、応答側の利用可能なデータ プロトコルと選択されたデータ プロトコルがリストされます。
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自動検出されたデータ プロトコルは、選択リストに表示されます。要求および応答に利用可能なデータ プロトコルが
すべて表示されます。TCP レコーディングを自動検出するように要求または応答の区切り文字を設定した場合、レコー
ディングに使用されていた区切り文字がこのページの最上部に表示されます。

NOTE
ポータルでは、カスタム DPH の追加や編集はサポートされません。

以下の手順に従います。

1. データ プロトコルを追加するには、［利用可能なデータ プロトコル］列で選択

し、
アイコンをクリックします。同時に複数のデータ プロトコルを追加できます。

2. 選択されたデータ プロトコルを上または下に移動するには、データ プロトコルの右側のアイコンを使用します。
3. データ プロトコルを削除するには、［選択されたデータ プロトコル］列で選択

し、
アイコンをクリックします。複数のデータ プロトコルを同時に削除できます。

4. ［Next］をクリックします。

データ プロトコルの設定
［設定］ペインで 1 つ以上のデータ プロトコルを選択した場合、次は［DPH の設定］ペインでそれらを設定します。

完了したら、［次へ］をクリックします。

DPH の設定

デフォルトでは、左側に選択したデータ プロトコルが表示されます。要求データ プロトコルと応答データ プロトコルは
破線で区切られます。
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緑色のチェック マークは、以下の項目のいずれかが true であることを示します。

• このデータ プロトコルの設定は不要です。
• データ プロトコルは設定済みであり、保存されています。 

設定が可能または必要なデータ プロトコルには、選択されたときにエディタが表示されます。 

エディタが開くと、デフォルト設定が表示されます。設定に変更を加えるか、デフォルトをそのまま使用することができ
ます。 

設定を保存するには、［保存］をクリックします。

設定を保存し、次の設定可能なデータ プロトコルに移動するには、［保存して次へ］をクリックします。

データ プロトコルの設定が不要な場合は、［次へ］をクリックします。

トランザクションの表示

［トランザクションの表示］を選択した場合は、左側にトランザクションが表示されます。上部にあるスライダを使用す
ると、要求データ プロトコルおよび応答データ プロトコルを選択できます。各トランザクションの要求と応答データも
表示されます。
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スライダを移動させることにより、1 つ以上のデータ プロトコルを動的に適用できます。左側のスライダでは、要求
データ プロトコルが表示されます。右側のスライダでは、応答データ プロトコルが表示されます。［RAW データ］を
選択すると、すべての要求または応答データ プロトコルは適用されません。

スライダを移動させると、トランザクションが自動的に更新され、必要なデータ プロトコルが反映されます。スライダ
を移動しても、トランザクションが永続的に変更されるわけではありません。そのデータ プロトコルが適用された場合
のプレビューが表示されるだけです。

XML、JSON、および REST データ プロトコルがあるとします。XML データ プロトコルにスライダを移動すると、XML
データ プロトコルのみが適用されます。JSON データ プロトコルにスライダを移動すると、XML および JSON データ
プロトコルが適用されます。REST データ プロトコルにスライダを移動すると、3 つのデータ プロトコルがすべて適用
されます。

［要求データの比較］ボタンと［応答データの比較］ボタンをクリックすると、ポップアップ ウィンドウが表示され、
トランザクションを並べて比較でき、それぞれの側にデータ プロトコル スライダが表示されます。スライダは、［トラ
ンザクションの表示］画面上の場合と同じように動作にします。要求を比較する場合、ポップアップの両側に要求データ
が表示され、両方の側に要求データ プロトコル スライダが表示されます。要求を比較すると、動的にデータ プロトコル
を適用または適用解除し、トランザクションへの影響を確認することができます。この表示は、トランザクションを永続
的に変更せず、プレビューとして機能します。

トランザクションは、要求および応答のデータと共にペインの右側に表示されます。［トランザクション ビューの更
新］をクリックすると、記録されたトランザクションにこれらのデータ プロトコルが適用されます。データ プロトコル
がトランザクションに適用されると、プロトコルに応じて、要求および応答が別々に解析されます。詳細については、
「データ プロトコルの使用」を参照してください。
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更新されたトランザクションは、解析された要求および応答と共に仮想サービス環境（VSE）サーバから取得され、［設
定］ペインの右側にある［トランザクション］ペインにプレビュー表示されます。

応答データの下にある［ボディ］タブには以下のオプションがあります。

•

検索
応答内でテキストを検索します。

•

フォーマット
テキスト、HTML/XML、または JSON として応答をフォーマットします。テキストの自動フォーマットやワード ラッ
プの切り替えも可能です。

•

最大化
見やすくするためにタブを最大化します。

すべて表示

［DPH の設定］情報および［トランザクションの表示］情報の両方を表示する場合は、［すべて表示］をクリックしま
す。

データ プロトコルの選択および設定 - 拡張 VS レコーダ
このリリースには、仮想サービスのデータ プロトコル情報を選択および設定できる機能が含まれています。この機能を
使用するには、まず［サンドボックス］に移動して、この機能を有効にする必要があります。

ポータルで仮想サービスを作成する際に、［設定］ペインを使用すると、使用するデータ プロトコルの種類を指定し、
それらを設定できます。

以下の図は、［設定］ペインの主要な部分を示しています。
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データ プロトコルの追加

最初に、自動検出されたデータ プロトコルが［DPH スタック］タブに表示されます。

利用可能なすべてのデータ プロトコルを表示するには、プラス アイコンをクリックします。

データ プロトコルの追加方法

1. ［要求］または［応答］タブを選択し、プラス アイコンをクリックします。利用可能なデータ プロトコルのリスト
から選択し、データ プロトコルをダブルクリックするか、タブにドラッグします。

2. 選択したデータ プロトコルを上下に移動するには、ツールバーにある上下の方向キー アイコンを使用します。
3. データ プロトコルを削除するには、データ プロトコルを選択し、［x］アイコンをクリックします。
4. ［Next］をクリックします。

データ プロトコルの設定
［設定］ペインの［DPH の設定］セクションに、左側のリストで選択されているデータ プロトコルの設定が表示されま
す。

緑色のチェック マークは、以下の項目のいずれかが true であることを示します。

• このデータ プロトコルの設定は不要です。
• データ プロトコルは設定済みであり、保存されています。

設定が可能または必要なデータ プロトコルには、選択されたときにエディタが表示されます。

エディタが開くと、デフォルト設定が表示されます。設定に変更を加えるか、デフォルトをそのまま使用することができ
ます。
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［最大化］

アイコンをクリックして、ペインの任意のセクションを拡大できます。

設定可能な各データ プロトコルの詳細については、「REST データ プロトコル ハンドラ」および「JSON データ プロト
コル ハンドラ」を参照してください。

仮想サービスの保存
ポータルでの仮想サービスの作成の最後のステップは、仮想サービスを保存することです。［保存］ペインには、以下
のオプションが表示されます。

• 保存して閉じる
仮想サービスを保存し、レコーダを閉じます。

• 仮想サービスを保存して展開
仮想サービスを保存して、ただちに展開します。

• 仮想サービスの保存および編集
仮想サービスを保存し、新しいエディタ タブに編集モードで開きます。このオプションはすべてのプロトコルでサ
ポートされているわけではありません。

NOTE
注： 仮想サービスを展開するとき、またポータルを使用して展開した仮想サービスを更新するときに、グルー
プ タグを必須にするには、phoenix.properties でプロパティ phoenix.groupTag.mandatory を true に設定し
ます。詳細については、「仮想サービスのモニタ」を参照してください。

共通フィールド

各オプションについて、以下のフィールドに入力します。

• Select Project
仮想サービスが格納されるプロジェクトを指定します。ドロップダウン リストからプロジェクトを選択します。ド
ロップダウンでリスト表示されるプロジェクトは、Projects ディレクトリに存在するプロジェクトです、

• 特定トランザクションの重複を許可
重複した特定のトランザクションを記録するかどうかを指定します。
デフォルト： オフ
このオプションはすべてのプロトコルでサポートされているわけではありません。

• ベースライン テストの作成
仮想サービスからベースライン テストを作成するかどうかを指定します。詳細については、「仮想サービスからの
ベースラインの作成」を参照してください。

共通フィールド（詳細）

さらにオプションを表示するには、ウィンドウの右上隅にある詳細モードを有効にします。詳細モードはすべてのプロト
コルでサポートされているわけではありません。以下のオプションが追加されます。

• VSM スタイル
準備ステップを含む仮想サービス モデル（VSM）を生成するかどうかを指定します。
値:
– フレキシブル： 準備ステップを含めます。
– 効率重視： 準備ステップを含めません。
デフォルト： 効率重視

• デフォルト ナビゲーション
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会話ツリーにおいて、特定のトランザクションに続くトランザクションを VSM が検索する場所を特定するナビゲー
ション許容差を指定します。最後（リーフ）のトランザクション以外のすべてに対するデフォルトのナビゲーション
許容差を選択します。
デフォルト： Wide

• リーフ ナビゲーション
会話ツリーにおいて、最後（リーフ）のトランザクションに続くトランザクションを VSM が検索する場所を特定す
るナビゲーション許容差を指定します。
デフォルト： Loose

展開固有のフィールド

以下のフィールドは、［Save & Deploy Virtual Service］オプションに固有のものです。

• グループ タグ
この仮想サービスの仮想サービス グループの名前を指定します。展開した仮想サービスにグループ タグがある場合、
それらのタグがドロップダウン リストに表示されます。グループ タグは英数字で始まる必要があり、英数字と以下の
特殊文字を含めることができます。
– ピリオド（.）
– ダッシュ（-）
– アンダースコア（_）
– ドル記号（$）

• 同時実行数
負荷容量を示す数値を指定します。［#####］は、VSM で同時に実行できる仮想ユーザ（インスタンス）の数です。
ここでの容量は、このサービス モデルに対する要求を処理するスレッドの数を表します。

NOTE
［同時実行数］フィールドは、Service Virtualization for Performance モードでのみ表示されます。

VSE は、同時実行数の合計と同数のいくつかのスレッドを割り当てます。休止している場合でも、各スレッドはシス
テム リソースを多少消費します。したがって、システム全体のパフォーマンスを最適化するため、この設定は可能な
限り小さな値にします。必要なパフォーマンスを達成するか、または設定値を大きくしてもさらなるパフォーマンス
向上が見られなくなるまで設定を調整することにより、適切な設定値を経験的に決定します。
標準装備のプロトコルは、スレッド使用を最小化するため、フレームワーク レベル タスク実行サービスを使用しま
す。このようなプロトコルの場合、VSM が高度にカスタマイズされていない限り、同時実行数が 1 コア当たり 2 ～ 3
を超えていても、それが役立つことはほとんどありません。
拡張、および標準装備のプロトコルを使用しない VSM に対して、長い反応時間を設定すると、反応時間中にスレッ
ドを消費する可能性があります。これらの場合には、同時実行数を引き上げることができます。
このような場合のおおよその初期設定値は、以下の数式で与えられます。
 Concurrent Capacity = (Desired transactions per second / 1000) * Average Think Time
 in ms * (Think Scale / 100)
 

例：
反応時間を処理するためにフレームワーク タスク実行サービスを使用しない、カスタム プロトコルを使用していると
仮定します。全体的なスループットとして必要な、1 秒あたりのトランザクション数は 100 です。サービス イメージ
全体にわたっての平均反応時間は、200 ミリ秒です。また、仮想サービスは、反応時間スケール 100 （%）で展開さ
れます。
 (100 Transactions per second / 1000) * 200ms * (100 / 100) = 20
 

この場合に、各スレッドは応答前に平均でおよそ 200 ミリ秒ブロックします。その時間中には、スレッドは新しい要
求を処理できません。したがって、1 秒あたり 100 トランザクションに対応するには、同時実行数 20 が必要です。
スレッドは平均で 10 ミリ秒ごとに利用可能になります。これは 1 秒あたり 100 トランザクションを達成するのに十
分です。
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デフォルト： 1
• 反応時間スケール
記録された反応時間に対する反応時間の割合（%）を指定します。
注： テストの実行でのペースの整合性を保つため、ステップ自体の処理時間は反応時間から引かれます。
デフォルト： 100
例:
– 反応時間を 2 倍にするには、「200」と入力します。
– 反応時間を半分にするには、「50」と入力します。

データ駆動型仮想サービスの作成
データ駆動型の仮想サービスを使用して、要求の引数および応答データのソースとして外部データ セットを使用できま
す。

ここでは、要求の引数および応答データが、 ポータルや DevTest Solutions の他の任意の部分に通常はアクセスはできな
いチーム メンバによって維持されていると仮定します。このチーム メンバは、引き続き外部から情報を維持でき、 ポー
タルにアクセスできる別のメンバにデータ セットを提供できます。

データ駆動型の仮想サービスの一致するプロセスは、標準的な一致するプロセスとは異なります。仮想サービス環境が
データ駆動型の一致するシグネチャを検出すると、インバウンド要求と一致する行のデータ セットが検索されます。一
致は、［要求データ］ペインでの列名と引数名のマッピングに基づいて行われます。仮想サービス環境がデータ セット
内に一致する行を検出すると、［応答］ペインの設定に従って応答が送信されます。

データ セットの前提条件

このリリースでは、以下のデータ セット タイプがサポートされます。

• Microsoft Excel スプレッドシート
• カンマ区切り値（CSV）ファイル

Excel ファイルの拡張子は .xlsx である必要があります。データは、最初のワークシートに含まれている必要がありま
す。

スプレッドシートまたは CSV ファイルの最初の行に列名を配置します。

以下の図は、データ セットの例を示しています。最初の行には、列名が含まれています。後続の行には、実際のデータ
が含まれます。

行ごとに、一致ロジックは、左から右に値を調べます。

TIP
特定のデータを左端にある 1 つ以上の列に配置して、パフォーマンスを最適化できます。

空白のデータ駆動型シグネチャの追加

データ駆動型仮想サービスの作成は、関連するデータ セットと組み合わされた空白のシグネチャを追加することで開始
できます。

結果のシグネチャには、要求の引数はありません。後の手順で、引数を追加します。
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以下の図は、［新しいシグネチャの追加］ダイアログ ボックスを示しています。図では、Excel ファイルが選択されてい
ます。

以下の手順に従います。

1. 仮想サービスを開きます。
2. 詳細モードが表示されていることを確認します。
3. ［ステートレス シグネチャ］ペインで、［追加］アイコンをクリックして［新しいシグネチャの追加］を選択しま
す。

4. 操作名を入力します。
5. ［データ駆動の動作］スライダを右に移動します。
6. アップロードする Excel ファイルまたは CSV ファイルを選択します。［既存から］オプションが使用可能な場合
は、以前にアップロードしたファイルを選択できます。

7. ［完了］をクリックします。
空白のシグネチャが追加されます。

既存のシグネチャのデータ駆動への変換

データ駆動の仮想サービスを作成するために、データ駆動ではないシグネチャを使用して、そのシグネチャをデータ駆動
型に変換できます。

NOTE
エディタでは、データ駆動シグネチャを変換してデータ駆動ではないシグネチャにすることもできます。デー
タ駆動シグネチャの駆動に使用されているデータ セットが有効ではなくなったか使用できなくなった場合に、
このアクションを実行できます。［データ駆動の設定］アイコンをクリックし、［データ駆動の動作］スライ
ダを左に移動してから［完了］をクリックします。
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以下の手順に従います。

1. 仮想サービスを開きます。
2. 既存のシグネチャを選択します。
3. ［シグネチャの定義］タブを選択します。
4. ［データ駆動の動作］スライダを右に移動します。
5. アップロードする Excel ファイルまたは CSV ファイルを選択します。［既存から］オプションが使用可能な場合
は、以前にアップロードしたファイルを選択できます。

6. ［完了］をクリックします。
シグネチャは、データ駆動型に変換されます。

データ セット列への要求引数のマップ

空のシグネチャを追加した後または既存のシグネチャを変換した後で、要求引数を設定します。

各引数には、データ セット内の列名への引数のマッピングが含まれています。

データ セットに受信要求に含まれていない列がある場合は、それらの列に対して要求引数を追加しないでください。

以下は、マッピングの例を示しています。この例では、以前表示されているサンプル データ セットを使用します。

比較演算子を指定することはできません。サポートされている唯一の演算子は等号（=）です。

以下の手順に従います。

1. 空のシグネチャを追加した場合、［要求データ］ペインの［引数の追加］アイコンをクリックします。
2. 引数名を変更するには、［名前］列の値をクリックし、新しい名前を入力します。
3. 列名を変更するには、［マッピング］列の値をクリックし、新しい列名を選択します。
4. 前述の手順を繰り返して、さらに引数を作成します。
5. （オプション）行を上下に移動させます。行を削除することもできます。
以上で、要求引数はデータ セット列にマップされました。

データ セット列への応答のマップ

データ セットを使用して応答を作成します。エディタでは、以下の方法を使用できます。
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• マッピングからの応答
応答が含まれるデータ セットの列を選択します。

• テンプレートからの応答
応答の完全なテキストを入力します。テキストには、データ セットへのマッピングを 1 つまたは複数含めることがで
きます。

このテンプレートには、サンプル データ セット内の name_first 列へのマッピングが含まれています。

<html>

Hello, {{name_first}}.

</html>

以下の手順に従います。

1. ［応答］ペインで［応答の追加］アイコンをクリックします。
2. マッピング方法を使用するには、以下の手順に従います。

a. ［マッピングからの応答］オプションを選択します。
b. ［マッピングを選択］をクリックし、応答が含まれる列を選択します。

3. テンプレート方法を使用するには、以下の手順に従います。
a. ［テンプレートからの応答］オプションを選択します。
b. テンプレートをテキスト領域に貼り付けます。

データ セットの管理

左側のナビゲーション メニューの［管理］セクションで［データ セット］リンクを使用して、アップロードされたデー
タ セットにアクセスできます。

データ セットは、［すべてのリソース］ウィンドウにも表示されます。

データ セットのコンテンツを更新できます。データ セットをダウンロードすることもできます。

NOTE

• データ駆動型仮想サービスを展開し、その後データ セットを更新した場合、仮想サービスを再展開すると変
更が反映されます。

• ポータルからデータ セットを削除することはできません。

仮想サービスのモデル アーカイブ（MAR）ファイルにはデータ セットが含まれます。

以下の手順に従います。

1. ［データ セット］リンクを選択します。
2. データ セットを更新する方法

a. ［編集］アイコンをクリックします。
b. 更新されたバッキング ファイルをドラッグまたは選択します。
c. ［Update (更新)］をクリックします。

3. データ セットをダウンロードする方法
a. ［オプション］アイコンをクリックします。
b. ［データ セットのダウンロード］を選択します。

データ駆動型仮想サービスの例

サンプル プロジェクトには、確認できるデータ駆動型仮想サービスが含まれます。
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Bank v5 プロジェクト： data-driven-http-rest

data-driven-http-rest サービスは、映画データベースを仮想化します。

サービスには、GET /3/movie/{URLPARAM0}/ という名前のデータ駆動シグネチャが含まれます。

データ セットは、moviesdata.csv という名前のカンマ区切り値（CSV）ファイルです。

以下の図には、要求引数と、それらがマップされる列が示されています。api_key と URLPARAM0 列は、データ セット
の最初の 2 つの列です。

応答ではテンプレートを使用します。

プロジェクトで test-data-driven-http-rest テスト ケースを使用して、サービスを呼び出すことができます。このテスト
ケースでは、データ セット内にある行の REST 呼び出しを 3 回行います。次に、テスト ケースではデータ セットに含
まれていない行の REST 呼び出しを行います。最後の呼び出しでは、結果に 404 Not Found という文字列が含まれてい
ることを確認します。

Bank v6 プロジェクト： data-driven-kioskV6

data-driven-kioskV6 サービスは、銀行データベースを仮想化します。

サービスには、addUserObject という名前のデータ駆動シグネチャが含まれています。

データ セットは、ddadduserobject2.xlsx という名前の Microsoft Excel ファイルです。

要求引数は、データ セット内のほとんどの列にマップされます。

応答は、データ セット内の応答列にマップされます。

プロジェクトで test-data-driven-kioskv6 テスト ケースを使用して、サービスを呼び出すことができます。このテスト
ケースでは、データ セット内にある行の SOAP 呼び出しを 7 回行います。次に、テスト ケースではデータ セットに含
まれていない行の SOAP 呼び出しを行います。最後の呼び出しでは、結果に 404 Not Found という文字列が含まれてい
ることを確認します。

サンプルの実行

以下の手順には、仮想サービスのサンプルを展開してテストするための一般的なステップが含まれています。

NOTE
テスト ケースでテスト ステップを確認するには、 に移動して、テスト ケースを開きます。

以下の手順に従います。

1. レジストリを起動します。
2. 仮想サービス環境（VSE）を起動します。
3. ポータルに移動し、仮想サービスを展開します。
4. コーディネータを起動します。
5. シミュレータを起動します。
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6. ポータルに移動し、テスト ケースを実行します。
7. テスト ケースの結果を確認します。各ステップの結果には、要求と応答、およびアサーションが成功したかどうかが
示されます。

データ駆動型仮想サービスのパフォーマンス調整

データ駆動型仮想サービスには、デフォルト動作を変更できる設定プロパティのセットがあります。これらのプロパティ
をその他の要素と組み合わせて使用すると、パフォーマンスを最適化できます。

NOTE
プロパティのいずれかを設定するには、そのプロパティを local.properties ファイルに追加します。

data.driven.signature.dataset.rowmatcher.timeout.seconds プロパティでは、一致プロセスが受信要求に一致する
ものの検索にかかる最大秒数を指定します。デフォルト値は 5 です。タイムアウトに達した場合、不明な応答が返さ
れ、vse_xxx.log ファイルに以下のメッセージが書き込まれます。

data set row match operation timed out

data.driven.signature.dataset.batchsize プロパティで、データ セットから一度に取得する行数を指定します。デフォ
ルト値は 100 です。

受信要求に一致した行がメモリにキャッシュされます。一致ロジックは、受信要求に一致する行がないか、結果のキャッ
シュをまず確認します。この方法により、繰り返される要求の高速な検索が可能になります。

以下のプロパティを使用して、結果のキャッシュの動作を制御できます。

• data.driven.signature.dataset.resultscache.size
メモリにキャッシュされる行数を指定します。
デフォルト： 25

• data.driven.signature.dataset.resultscache.expiry.minutes
結果キャッシュに行を保持する時間を指定します。
デフォルト： 30

9.0 より前のリリースでは、弊社では Excel ファイルと CSV ファイルの両方をデータ セットとして使用して、パフォー
マンスのテストを行っていました。以下のリストは、結果の高レベルな概要を示しています。

• Excel ファイルは、約 3 MB まで拡張できます。
• CSV ファイルは、約 15 MB まで拡張できます。
• 1 秒あたりのトランザクションの最大数は、58 です。

これらの結果は、ある特定のシステムの 1 つの例として提供されています。ご使用のシステムの結果は、これより良く
なる場合も悪くなる場合もあります。

プロパティ設定およびその他の特性の様々な組み合わせを試して、パフォーマンスを向上させることができます。これら
の特性には、以下のようなものがあります。

• データ セットのサイズ
• 仮想サービスの同時処理能力
• クライアントの数
• レジストリのヒープ サイズ
• 仮想サービス環境のヒープ サイズ

例えば、1 つのパフォーマンスの実行で、タイムアウトを 10 秒に増やすことができます。次のパフォーマンスの実行
で、仮想サービス環境のヒープ サイズを 1024 MB に増やすことができます。
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JDBC トラフィックの仮想化
JDBC ベースのデータベース トラフィックを仮想化するために、 ポータルが含まれる  Java Agent を使用できます。こ
の機能は、########## JDBC ###とも呼ばれます。

WARNING

この機能はこのリリースでサポートされていますが、CA の専門家からの直接の説明なしで使用することはお勧
めしません。

CA の専門家は特定のユース ケースを評価し、仮想化の一番良い方法を決定するのを手伝います。

CA 製品チームは、この機能の予期しない使用が以前あったため、この機能をサンドボックスに移すことにしま
した。

CA の専門家の指示でこの機能を使用する場合、最初にサンドボックス内で有効する必要があります。

以下の JDBC ドライバおよびデータベースがサポートされています。

• Apache Derby
– Apache Derby データベースに対応する Apache Derby 10.8.3.0 JDBC ドライバ（derbyclient-10.10.2.0.jar）

• Oracle
– Oracle 11g データベースに対応する Oracle 11g JDBC ドライバ（ojdbc7.jar と XDB6.jar、ojdbc6-11.1.0.2.jar、お
よび ojdbc5.jar）

– Oracle 12c データベースに対応する Oracle 11g JDBC ドライバ（ojdbc7.jar と XDB6.jar、ojdbc6-11.1.0.2.jar、お
よび ojdbc5.jar）

– Oracle 11g データベースに対応する Progress DataDirect Connect for JDBC 5.1（oracle.jar）
– Oracle 11g データベースに対応する Informatica DataDirect JDBC Driver 5.1.2 （com.informatica.datadirect-
dworacle-5.1.2.HF1.jar）

• IBM DB2
– IBM DB2 9.5 データベースに対応する IBM DB2 9.5 JDBC ドライバ（db2jcc.jar 3.57.82 および db2jcc4.jar）
– IBM DB2 9.8 データベースに対応する IBM DB2 9.5 JDBC ドライバ（db2jcc.jar 3.57.82 および db2jcc4.jar）
– IBM DB2 10.5 データベースに対応する IBM DB2 9.5 JDBC ドライバ（db2jcc.jar 3.57.82 および db2jcc4.jar）

• Microsoft SQL Server
– Microsoft SQL Server 2008 R2 データベースに対応する Microsoft JDBC ドライバ 4.0（sqljdbc4.jar）
– Microsoft SQL Server 2012 データベースに対応する Microsoft JDBC ドライバ 4.0（sqljdbc4.jar）
– Microsoft SQL Server 2008 R2 データベースに対応する jTDS 1.3.1 JDBC ドライバ（sqljdbc4.jar）
– Microsoft SQL Server 2012 データベースに対応する jTDS 1.3.1 JDBC ドライバ（sqljdbc4.jar）

• PostgresSQL
– PostgreSQL 9.6.11 に対応する PostgreSQL JDBC 4.2 ドライバ、42.2.5 （postgresql-42.2.5.jar）
– PostgreSQL 10.6 に対応する PostgreSQL JDBC 4.2 ドライバ、42.2.5 （postgresql-42.2.5.jar）
– PostgreSQL 11.1 に対応する PostgreSQL JDBC 4.2 ドライバ、42.2.5 （postgresql-42.2.5.jar）

JDBC トラフィックをキャプチャする前に、アプリケーションがデータベースへの JDBC コールを行うコンピュータ
で、 Java Agent のインストールおよび設定を行います。データベース自体は個別のコンピュータに存在できます。

エージェントを設定する場合、必ず以下のアクションを実行します。

• JDBC プロトコルのキャプチャ レベルを［全データ］に設定します。
• JDBC プロトコルの上の任意のプロトコルのキャプチャ レベルを［カウント数およびパス］または［全データ］に設
定します。

WARNING
再生時には、テスト中のシステムを起動する#に、仮想サービスを開始します。
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NOTE
エージェントのインストールについては、「DevTest Java エージェント」を参照してください。仮想サービス
の展開については、「仮想サービスの展開」を参照してください。

JDBC トラフィックのキャプチャ

ポータルの［JDBC の仮想化］ウィンドウには、以下のビューが含まれます。

• Entity View
• Conversation View

この手順では、エンティティ ビュー が最初に表示されると仮定します。

NOTE
レコーディングを停止した後に新しいレコーディングを開始すると、以前のレコーディングのクエリはすべて
破棄されます。

以下の手順に従います。

1. ポータルのホーム ページに移動します。
2. 左側のナビゲーション メニューで［作成］-［仮想サービス］を選択します。
3. ［JDBC］をクリックします。
4. ［レコーディングの開始］をクリックします。
5. 仮想化するクエリが作成されるアプリケーションの一部を実行します。
一意のクエリがキャプチャされるたびに、そのクエリが［結果］ペインに表示されます。

6. （オプション）キャプチャされたクエリを検査します。
7. （オプション）会話をプレビューします。
8. 必要なクエリおよび会話がすべて揃ったら、［レコーディングの停止］をクリックします。
9. ［仮想サービスアーティファクトの作成］をクリックします。
10.仮想サービスが作成されるプロジェクトを選択します。
11.［作成］をクリックします。

キャプチャされたクエリの検査

JDBC トラフィックのキャプチャ中に、キャプチャされたクエリに関する詳細を検査できます。

また、フィルタ機能を使用して、表示されるクエリの範囲を絞り込むこともできます。

NOTE
フィルタリングは、仮想化されるクエリの対象範囲には影響しません。

以下の手順に従います。

1. クエリのインスタンスを表示するには、［結果］ペイン内でクエリを選択します。
［SQL クエリ］ペインおよび［トランザクション］ペインにデータが入力されます。

2. クエリをフィルタするには、［データベース］セクションに移動し、対象に含めるデータベースのチェック ボックス
をオンにします。

会話のプレビュー

仮想サービスには、会話とステートレス トランザクションの両方を含めることができます。

JDBC トラフィックのキャプチャ中に、生成される仮想サービスの会話をプレビューできます。

以下の図は、会話の例を示しています。
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全体的な構造についての小型のビューを右上隅に表示できます。この機能は、大量の会話の場合に特に有用です。

以下の手順に従います。

1. ドロップダウン リストで、［会話ビュー］を選択します。
2. 全体的な構造についての小型のビューを表示するには、［アウトラインを表示］をクリックします。
3. 会話でのクエリに関する詳細情報を表示するには、ノードをクリックします。

JDBC サービス イメージ

エージェントベースの JDBC 仮想化では、生成する仮想サービスにサービス イメージが含まれます。

サービス イメージ内の各トランザクションには、1 つの操作と一連の引数があります。

操作には、SQL ステートメントの主な目的が含められます。以下に例を示します。

SELECT FROM TRANSACTIONS

引数には、列のリスト、SQL ステートメントの主要な句、および SQL ステートメントにバインドされるパラメータ値を
含めることができます。最後の 2 つの引数は、常に接続 URL とデータベース ユーザです。

以下の図は、 のトランザクションを示しています。この操作は、SELECT FROM TRANSACTIONS です。最初の引数に
は、列のリストが含まれます。この SQL ステートメントには、1 つのパラメータ値（アカウント ID）があります。
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また、サービス イメージ内の各トランザクションには、SQL ステートメントを実行した結果が含まれる XML ドキュメ
ントがあります。この XML ドキュメントは、 のサービス イメージ エディタの［応答］パネルにあります。

結果は、SQL ステートメントの種類によって異なります。

• SQL ステートメントがデータを取得した場合、結果には 1 つ以上のデータ セットが含まれます。
• SQL ステートメントがデータを更新した場合、結果には更新数が含まれます。

複数のデータ セット エディタ

のサービス イメージでトランザクションが選択されている場合、［応答］パネルで SQL ステートメントを実行した結
果を表示できます。

また、表示されるデータを編集できます。たとえば、コール元のコードがデータベースから返されたデータをどのように
処理するのかをテストするために、結果セット内の値を変更できます。

［応答］パネル内のデフォルトのエディタの名前は、MultiDataSet ドキュメントです。このエディタは、以下のコン
ポーネントで構成されています。

• ［結果］パネル
• ［出力パラメータ］パネル

［結果］パネル

［結果］パネルには、任意の数の結果セットおよび任意の数の更新数を含めることができます。たとえば、以下の内容は
すべて有効です。

• 1 つの結果セット
• 1 つの更新数
• 1 つの結果セットおよび 1 つの更新数
• 3 つの結果セット

以下の図は、結果セットの例を示しています。
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結果セットを追加および削除できます。

結果セットでは、以下のアクションを実行できます。

• 値の変更
• 行の追加
• 行の上下への移動
• 行の削除
• ラベルおよびデータ型などの列メタデータの表示および編集

以下の図は、更新数の例を示しています。
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更新数を追加および削除できます。

更新数では、値を変更できます。値は、整数またはプロパティ式である必要があります。

［出力パラメータ］パネル

ストアド プロシージャ コールに出力パラメータがある場合、［出力パラメータ］パネルが使用されます。

2 種類の出力パラメータを追加できます。

• シンプル
• 結果セット

シンプル出力パラメータには、キーおよび値があります。

結果セット出力パラメータには、キーおよび結果セットがあります。

テスト中のシステムは、インデックス番号または文字列名によってパラメータにアクセスします。インデックス番号また
は文字列名は、キーで指定します。

JDBC 仮想サービス モデル

エージェントベースの JDBC 仮想化では、生成する仮想サービスに仮想サービス モデルが含まれます。

仮想サービス モデルには、Java VSE と同じリスナおよびレスポンダ ステップがあります。

• 仮想 Java リスナ
• 仮想 Java レスポンダ

プロトコル設定情報を表示するには、 のリスナ ステップを開き、右下のリスト内の JDBC プロトコルをダブルクリック
します。［プロトコル設定］ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスには、1 セットのキー/値ペ
アが含まれます。

WARNING
どの行も削除しないでください。行を削除した場合、テスト中のシステムは正しく動作しません。

以下の図は、［プロトコル設定］ダイアログ ボックスを示しています。この例は、Apache Derby データベースに基づい
ています。
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url_pattern キーは、再生時に仮想化をトリガする接続 URL を指定します。値が、セミコロンの後にテキスト user= お
よびデータベース ユーザが続く形で終わる場合、仮想化はそのデータベース ユーザに制限されます。追加のデータベー
ス ユーザ用のキー/値ペアを追加できます。各ユーザのキーは、url_pattern_ から始まる必要があります。

2 番目のキーは、ドライバ クラス名と connect メソッドで構成されます。値は接続クラスの名前です。

3 番目のキーは、接続クラス名および prepareStatement メソッドで構成されます。値は準備したステートメント クラ
スの名前です。

2 番目および 3 番目のキーがステートメントへの接続へのドライバの「チェーン」をどのように作成するかに注目してく
ださい。

java.sql.DatabaseMetaData で始まるキーには、以下のものの名前およびバージョン情報が含まれます。

• データベース ドライバ
• SQL トラフィックがキャプチャされたときにそれが通信していたデータベース

下部のキーには、特定の SQL ステートメントとステートメントが表すパラメータ メタデータのマッピングが含まれま
す。

一致例外

［一致しない場合に例外をスローする］プロパティでは、仮想サービス モデルに SQL ステートメント用の応答がない場
合の動作を制御できます。デフォルトでは、このプロパティは有効です。

• このプロパティが有効な場合、エージェントは仮想化されることに失敗した SQL ステートメントを示す SQL 例
外をスローします。また、例外は、ユーザがより多くの JDBC フレームをキャプチャし、サービス イメージに
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それらを追加することを提案します。このアクションでは、新しい仮想化アーティファクトを生成し、 または
ServiceImageManager コマンドライン ツールのいずれかでサービス イメージの組み合わせ機能を使用します。

• このプロパティが無効な場合、エージェントは適切な空の結果と列定義に関する最適な推測を提供します。

ポータルの［エージェント］ウィンドウから、このプロパティを設定できます。プロパティは［設定］タブに表示され
ます。

総合的な親

Application Insight で親トランザクション フレームがない JDBC トランザクション フレームが生成されるような特定の
状況が考えられます。たとえば、起動プロセスが JDBC コールを呼び出して、なにも行わずに終了するような場合で
す。

#####は、親がないトランザクション フレームに対してエージェントが作成する親トランザクション フレームです。

総合的な親が  ポータルに表示される場合、その名前は SYNTHETIC ROOT であり、カテゴリは Synthetic Root です。

以下の図は、 ポータルでの総合的な親と JDBC フレームを示しています。

エージェントによる総合的な親の作成を許可するには、［エージェント］ウィンドウの［設定］タブに移動して、［総合
的な親の関連付け］プロパティを有効にします。プロパティは、［トランザクション］カテゴリにあります。

親フレームが使用できないため Application Insight で JDBC フレームが生成されないときに、関連する状況が発生しま
す。たとえば、JDBC コールを行う Java クラスはインターセプトされません。［総合的な親の関連付け］プロパティを
有効にすると、エージェントは内部的に Java クラスをインターセプトし、総合的な親と JDBC フレームの両方を作成し
ます。

デフォルトでこのプロパティを有効にした場合、エージェントが不要なトランザクションをキャプチャしてパフォーマン
スが低下する可能性があります。このプロパティは必要な場合にのみ有効にしてください。

データベース仮想化のトラブルシューティング

このページは、いくつかの共通の兆候と解決方法を使用した仮想化の問題のトラブルシューティングに役立ちます。

最初の JDBC コールがキャプチャされない

問題の状況：

エージェントが、最初の JDBC コールをキャプチャしません。エージェントが、後続の JDBC コールを正しくキャプ
チャしません。

解決方法：

JDBC コール メソッドをインターセプトする必要があります。以下の手順を実行します。

1. エージェント側で rules.xml ファイルを作成します。
2. JDBC コールを生成するクラスを特定します。
3. インターセプト ディレクティブを使用して、メソッドを追加します。以下に例を示します。
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<intercept class="com.mycompany.JdbcTestDev" delay="false" method="hitDb"
 signature="*" />

4. エージェントを再起動します。

トランザクション数が増加する

問題の状況：

Oracle データベースを仮想化しようとしています。再生モードで JDBC トランザクションを実行すると、 ポータルでト
ランザクション数が増加しません。

解決方法：

エージェントのログ ファイルを開きます。以下の例外を検索します。

java.lang.RuntimeException: com.itko.javassist.NotFoundException: oracle.xdb.XMLType

   at com.itko.javassist.CtClassType.getClassFile2(CtClassType.java:202)

   at com.itko.javassist.CtClassType.getSuperclass(CtClassType.java:746)

例外を見つけたら、以下の手順に従います。

1. アプリケーションおよび仮想サービスを停止します。
2. 仮想サービスを開始しますサービスが［実行中］状態であることを確認します。
3. テスト アプリケーションを起動します。
4. 再度 JDBC トランザクションを実行します。
トランザクション数は増加します。

または、xdb6.jar ファイルをダウンロードして、アプリケーションのクラスパスに配置することもできます。

REST データ プロトコル ハンドラ
REST データ プロトコル ハンドラは、HTTP 要求が REST アーキテクチャ スタイルに従っていることを分析します。こ
のデータ プロトコルは、URI 文字列の動的な部分を識別します。結果は 1 セットのルールです。再生中に、仮想サービ
ス環境（VSE）では、ルールを使用して同じ操作を呼び出す HTTP 要求を仮想化します。

VSE が REST データ プロトコルを自動選択しない場合、VS レコーダ、RR または spec からの VS クリエータ、および
VS エディタのデータ プロトコル設定ページで、それを手動で選択できます。

以下のグラフィックは、VS エディタに表示される REST データ プロトコル設定 UI を示します。
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ライブ トラフィックまたは要求/応答ペアに HTTP 要求を含めることができます。

要求/応答ペアに対して、HTTP/S トランスポート プロトコルを使用する必要があります。

分析プロセスの側面の一部を設定できます。

各ルールには、1 つ以上のパラメータが含まれます。これは、動的な部分を表します。デフォルトでは、パラメータのテ
キストは URLPARAM で始まります。

以下のサンプル ルールには、URLPARAM0 および URLPARAM1 パラメータが含まれています。パラメータは、ルール
内で中括弧で囲む必要があります。アナライザがルールを生成した後、URLPARAM 識別子を変更できます。

GET /Service/rest/user/{URLPARAM0}

GET /Service/rest/customer/{URLPARAM0}

GET /Service/rest/customer/{URLPARAM0}/order/{URLPARAM1}

再生では、以下の URI 文字列が最初のルールに一致します。

GET /Service/rest/user/100

GET /Service/rest/user/101

再生では、以下の URI 文字列が 3 番目のルールに一致します。

GET /Service/rest/customer/1234/order/5678

必要に応じて、パラメータとその他の固定テキストを混在させることもできます。以下に例を示します。

GET /Service/rest/user/{USERNAME}/format.{type}

この例では、最後のトークンを「format.json」や「format.xml」とすることもできます。
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任意の位置のトークンに、任意の数のパラメータを含めることができます。以下に例を示します。

GET /Service/rest/users/format.{type}.sortorder.{order}.filter.{filter}

レコーディング後に表示される REST ルール エディタを使用し、要件に応じてこのようなルールを追加または変更する
ことができます。このようなルールも、WADL ファイルまたは RAML ファイルから生成できます。

要求/応答ペアの形式

このセクションでは、REST データ プロトコルの要求/応答ペアの形式について説明します。

要求

要求ファイルには、有効な HTTP ヘッダが含まれている必要があります。URL はヘッダの最初の行です。その他のヘッ
ダ行はオプションです。

REST データ プロトコル ハンドラは、すべての HTTP メソッド/動詞
（GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE、OPTIONS、CONNECT、および PATCH）をサポートします。

URL 行の形式は次のとおりです。

<METHOD><a space character><REST API path><space><HTTP-VERSION>

以下に例を示します。

PUT /rest-example/control/users/save HTTP/1.1

要求にボディが含まれる場合は、空白行を使用してボディをヘッダから離します。

以下の例では、ボディが含まれる要求を JSON 形式で示します。

PUT /rest-example/control/users/save HTTP/1.1

accept: application/json

content-Type: application/json

Connection: Keep-Alive

User-Agent: LISA

 

   {

     "user": {

       "emailAddress": "test@test.com",
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       "firstName": "first-9",

       "lastName": "last-9",

       "password": "aaaaaaaa",

       "username": "dmxxx-009"

     }

   }

JSON または XML ボディは、単一の行にまとめることができます。

{ "user": { "emailAddress": "test@test.com","firstName": "first-9", "lastName": "last-9", "password": "aaaaaaaa", "username": "dmxxx-009"  }}

応答

応答ファイルには、HTTP 応答コードが含まれます。このファイルには、ヘッダおよびボディを含めることができます。
応答コードは、ファイル内の最初の行である必要があります。形式は以下のとおりです。

<HTTP-VERSION><a space character><HTTP-RESPONSE-CODE>

以下に、ボディがある応答の例を示します。

HTTP/1.1 200

 

"user":{"emailAddress":"lisa.simpson@test.com","firstName":"lisa",

"lastName":"simpson","password":"60fAFoq+W0R4HrLgsfPodkWRw9I=",

"phoneNumber":"","username":"lisa_simpson"}}

応答に応答コード行が含まれない場合、応答コードはデフォルトで 200 （OK）になります。

ルールの確認および変更

仮想サービス イメージ レコーダ、［要求/応答ペアからの仮想サービス］インターフェース、および VS エディタの［設
定］ページには、REST データ プロトコルで作成されたルールを確認および変更できるページが含まれています。

左パネル（URI ルール）には、ルールが表示されます。ルールを選択すると、中間パネル（一致するトラフィック）
にルールに一致するトラフィックのサンプルが表示されます。表示される行の最大数を設定するには、lisa.properties
ファイル内の lisa.protocol.rest.editor.observedtraffic.max プロパティを設定します。
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ルールに一致しない HTTP 要求のリストを表示するには、［一致しないトラフィック］をクリックします。ルー
ルが収集されたトラフィックすべてに一致する場合、このリストは空です。表示される要求の最大数を設定するに
は、lisa.properties ファイル内の lisa.protocol.rest.editor.unmatchedtraffic.max プロパティを設定します。

［URI ルール］ペインでは、ルールを追加、更新、並べ替え、および削除できます。

ルール内のパラメータをもっと意味のある名前に置換できます。以下に例を示します。

GET /Service/rest/customer/{customerid}/order/{orderid}

同じ操作に一致する複数のルールを作成できます。ルールは表示された順に照合されます。そのため、リストの下の位
置にあるルールが一致すると予想しているときに、リストの上の位置にあるルールが一致する可能性があります。順序を
変更するには、並べ替えボタンを使用します。ルールの順序を変更できますが、ルールが再ロードされる場合、動詞によ
る順序が使用されます。これは、この方法が一致を処理するより効率的な方法であるためです。パフォーマンスを考慮し
て、より一般的であるため、GET ルールが DELETE ルールより前に選択されます。

ルールを削除する場合は、［一致しないトラフィック］をクリックして、キャプチャされたトラフィックに対するルール
を削除した場合の影響を確認します。

以下の設定プロパティの値を変更するには、右上の［アナライザ プロパティ］パネルを開きます。

REST URL ルールを変更しており、自動的に生成された URL ルールに戻す場合、トラフィックの再分析を実行できま
す。［プロパティ］をクリックし、［プロパティ］ページが表示されたら、値を変更せずに［OK］をクリックします。

• 最大変更数
この数を超えると変動が大きすぎるのでルールを生成する必要があると認識される、トークンに対して許可される変
更の最大数を定義します。
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URI を「/」文字で区切られた「トークン」のリストと考えます。たとえば、「GET /rest/user/1234」という URI には
以下のトークンが含まれます。
– GET
– rest
– user
– 1234
デフォルト値を変更するには、lisa.properties ファイル内の lisa.protocol.rest.maxChanges プロパティを設定しま
す。

• 開始位置
REST データ プロトコルが変数トークンの検索を開始する URL 内の位置を定義します。
開始位置は、URI を構成しているトークンのリスト内のトークンのインデックスです。たとえば、以下の URI がある
とします。

GET /service/rest/customers"

「GET」は位置 0 にあります。また、「customers」は位置 3 にあります。
デフォルト値を変更するには、lisa.properties ファイル内の lisa.protocol.rest.startPosition プロパティを設定しま
す。

• ID 識別の正規表現
HTTP 要求のリソース識別子を検出するには、REST データ プロトコルが使用する正規表現文字列を定義します。デ
フォルト値を変更するには、lisa.properties ファイル内の lisa.protocol.rest.idPattern プロパティを設定します。

• URL パラメータ プレフィックス
REST データ プロトコルがルールのパラメータに使用するプレフィックスを定義します。
この設定の目的は、ユーザは変数であることを知っていても、アナライザが自動検出しない可能性がある特定のパ
ターンに従うトークンをアナライザが識別できるように支援することです。
たとえば、以下の URI があるとします。

GET /rest/user/person-1234-dev

ユーザは、person-nnnn-nnn という形式のユーザ ID が必ず「user」の後に続くことを知っています。この場合、この
パターンを直接検出する正規表現を定義できます。この例では、正規表現は以下のとおりです。

person-[0-9]{4}-[a-z]{3}

デフォルト値を変更するには、lisa.properties ファイル内の lisa.protocol.rest.parameterBaseName プロパティを
設定します。

これらのプロパティの 1 つ以上の値を変更した場合、このデータ プロトコルは記録されたトラフィックを再分析しま
す。

 

JSON データ プロトコル ハンドラ

DevTest ポータルの JSON データ プロトコル ハンドラは、リクエスト内の JSON ペイロードから引数を抽出するために
使用されます。DevTest ワークステーション バージョンのプロトコルとは異なり、リクエスト データ自体に変更を加え
ることはありません。

引数を抽出する場合、データ プロトコルは JSON 内のすべてのリーフ ノードを取得して、それらのノードの JSON ツ
リー内での場所に基づき、各ノード名をスクリプト向けの名前に変換します。たとえば、以下の JSON データの場合：

{
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    "menu": {

        "id": "file",                 

        "value": "File",

        "value t": "File1",

        "value*": "File2",

        "value#": "File3",

        "value@@@": "File4",

        "popup": {                    

        "menuitem": [

            {

                "value": "New",       

                "onclick": "CreateNewDoc()"

            },

            {

                "value": "Open",           

                "onclick": "OpenDoc()"     

            },

            {

                "value": "Close",          

                "onclick": "CloseDoc()"    

            }

        ]

    }

}

以下の引数が抽出されます。

menu_id

menu_popup_menuitem_0_onclick

menu_popup_menuitem_0_value

menu_popup_menuitem_1_onclick

menu_popup_menuitem_1_value

menu_popup_menuitem_2_onclick

menu_popup_menuitem_2_value

menu_value

menu_value_t

menu_value_

menu_value_0

menu_value___

仮想サービスの編集
ポータルでは、仮想サービスのさまざまなコンポーネントを変更できます。

ポータルの［仮想サービス］ウィンドウで仮想サービスを開きます。

以下の手順に従います。

1. ポータルのホーム ページに移動します。
2. 左側のナビゲーション メニューで［管理］-［仮想サービス］を選択します。
［仮想サービス］ウィンドウが表示されます。

3. テーブル内で仮想サービスを選択します。
4. 仮想サービス名をクリックします。

以下のビデオでは、仮想サービスを編集する例を示します。
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ステートレス トランザクション ビュー

仮想サービスでステートレス トランザクションを表示するには、仮想サービスを開いて、［ビュー］ドロップダウン リ
ストから［ステートレス トランザクション］を選択します。

ステートレス トランザクション ビューは、以下の領域に分割されます。

• ［Stateless Signatures］ペイン
• ［Specifics］タブ
• ［Signature Definition］タブ

詳細なオプションを表示するには、右上隅にある［詳細モード］をクリックします。

ステートレス シグネチャ

仮想サービス環境（VSE）がステートレス トランザクションでインバウンド要求との一致を検索しようとする場
合、VSE はインバウンド要求に一致する#####を最初に検索します。

シグネチャには、以下のコンポーネントがあります。

• 操作名
• （オプション） 一連の引数名

仮想サービスで、##は、同様のトランザクションの分類を表します。「depositMoney」は操作の一例です。

仮想サービスで、##は、操作に関連付けられる名前/値ペアです。名前「金額」および値「100.00」は引数の一例です。

NOTE
VSE は、一致プロセスのこの段階では引数値を考慮しません。

各シグネチャには、仮想サービス内で一意の識別子もあります。

複数のシグネチャには、同じ操作名が存在する可能性があります。以下に例を示します。

• シグネチャ A には、操作「depositMoney」と、1 つの引数「金額」があります。
• シグネチャ B には、操作「depositMoney」と、2 つの引数「金額」および「日付」があります。

一意の識別子は、同じ操作名があるシグネチャを区別するのに役立ちます。

同じ操作名があるシグネチャを区別する別の方法は、注の追加です。

以下の図は、［ステートレス シグネチャ］ペインを示しています。各シグネチャについて、一意の識別子と操作名が表
示されます。選択されたシグネチャには、一意の識別子 159 と操作名 addUserObject があります。
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引数名を表示するには、シグネチャを選択してから、［シグネチャの定義］タブを選択します。

要求データ引数および応答データ

VSE が、一致するシグネチャを検出すると、インバウンド要求に一致する###########を検索します。

特定のトランザクションには、以下のコンポーネントがあります。

• 操作名
• （オプション）一連の引数名および値と、演算子などのその他の一致基準

特定のトランザクションのそれぞれには、仮想サービス内で一意の識別子もあります。

［要求データの引数］ペインには、選択されたシグネチャの特定のトランザクションが表示されます。

以下の図は、特定のトランザクションを示しています。一意の識別子は 162 です。操作名は addUserObject です。引数
がテーブルに表示されます。
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VSE が、一致する特定のトランザクションを検出すると、そのトランザクションに関連付けられた応答を送信します。

［応答データ］ペインには、選択された特定のトランザクションの応答が含まれています。

以下の図は、［応答データ］ペインを示しています。
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応答内でテキストを検索できます。また、構文の強調表示やワード ラップなどの書式設定オプションを設定することも
できます。

一致する特定のトランザクションが検出されない場合、VSE は、##### ########に関連付けられた応答を送信します。

デフォルト トランザクションが［要求データの引数］ペインの下部に表示されます。［応答データ］ペインには、選択
されたデフォルト トランザクションの応答が含まれています。
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Conversation View

仮想サービスで会話を表示するには、仮想サービスを開き、［ビュー］ドロップダウン リストから会話名を選択しま
す。

以下の図は、会話の一部を示しています。スタータ トランザクションが選択されています。

会話の各ノードは、論理トランザクションです。

ノードの上部領域には、操作名が表示されます。

ノードの主要領域には、以下の情報が表示されます。

• 最初の特定のトランザクションの引数値
• 特定のトランザクションの数

会話についての小型のビューを表示するには、［アウトラインを表示］をクリックします。この機能は、大量の会話を表
示する場合に有用です。

ノードとそのすべての子を削除するには、ノードを右クリックして、［削除］を選択します。スタータ トランザクショ
ンは削除できません。

［要求データの引数］ペインおよび［応答データ］ペインには、選択したノードに関する詳細情報が含まれています。こ
れらのペインの動作は、ステートレス トランザクション ビューの場合と同じです。

不明なトランザクション

仮想サービス環境（VSE）が、インバウンド要求との一致を検出できない場合、以下のいずれかの応答を送信します。

• 不明な会話型要求用の応答
• 不明なステートレス要求用の応答

不明な応答を表示するには、仮想サービスを開いて、［ビュー］ドロップダウン リストから［不明なトランザクショ
ン］を選択します。

応答内でテキストを検索できます。また、構文の強調表示やワード ラップなどの書式設定オプションを設定することも
できます。
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以下の図は、不明な応答を示しています。

仮想サービス内のテキストの検索

仮想サービスの以下のコンポーネントにわたってテキストを検索できます。

• 要求引数
• 要求属性
• 要求メタデータ
• 応答ボディ
• 応答メタデータ
• 応答反応時間
• シグネチャ名
• シグネチャ メモ
• 特定の名前
• 不明な応答

以下の図は、検索結果のリストを示しています。結果は、最も重要度の高い項目から最も重要度が低い項目の順に示され
ます。
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［タイプ］列は、結果がステートレス トランザクションまたは会話のどちらの一部であるかを示しています。

［サブタイプ］列には、結果が格納されているコンポーネントのタイプが示されます。

［操作］列は、不明な応答の場合は空白です。

［スニペット］列では、テキストの場所が強調表示されます。

検索オプションが選択されておらず、検索フィールドに 2 つ以上の単語を入力した場合、OR 検索が実行されます。

検索オプションが選択されていない場合は、単語の部分一致を検索できます。たとえば、primary に含まれる文字 pri を
検索できます。

検索結果が多すぎるか少なすぎる場合は、検索オプションおよびフィルタの調整を検討してください。

以下のビデオでは、検索オプションを示します。

以下の手順に従います。

1. 仮想サービスを開きます。
2. （オプション）検索オプションを設定します。

– 完全一致
検索は単語または語句と完全に一致する必要があります。

– 大文字と小文字を区別する
検索では大文字と小文字が区別されます。

– 正規表現
検索フィールド内のテキストは正規表現として扱われます。［正規表現］オプションは、［完全一致］および［大
文字と小文字を区別する］オプションと相互に排他的です。

3. （オプション）フィルタを設定します。
4. 検索フィールドにテキストを入力します。
入力すると、候補が検索フィールドの下に表示されます。

5. 候補をクリックするか、または Enter キーを押します。
検索テキストが見つかった場合は、1 つまたは複数の結果が表示されます。

6. テーブル内のエントリをクリックします。
そのテキストが含まれるコンポーネントがエディタに表示されます。

シグネチャへの注の追加

注の追加により、シグネチャに注釈を付けることができます。

たとえば、シグネチャが、まれに発生するシナリオを表すと仮定します。シナリオの説明を提供する注を追加できます。

また、シグネチャのデフォルト設定を変更したことを示す注を追加することもできます。

以下の手順に従います。

1. 仮想サービスを開きます。
2. シグネチャを右クリックし、［メモの追加］をクリックします。
3. テキストを入力します。注の内部でコピーと貼り付けが可能です。
4. チェック マークをクリックします。

特定のトランザクションへのラベルの追加

ラベルの追加により、特定のトランザクションに注釈を付けることができます。

以下の図は、ラベルが含まれる特定のトランザクションを示しています。ラベルが強調表示されています。
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以下の手順に従います。

1. 仮想サービスを開きます。
2. 特定のトランザクションの操作名をクリックします。
テキスト フィールドが表示されます。

3. ラベルを入力し、チェック マークをクリックします。
操作名の右側にラベルが表示されます。

手動での仮想サービスの更新

ポータルから仮想サービスを手動で更新できます。

仮想サービスを更新する理由の一部を以下に示します。

• 仮想サービスの記録中に、操作を呼び出すことを忘れる。
• 開発チームが、仮想化されているサービスに新しい操作を追加する。
• サービスの変更案を、変更が実装される前にテストする。

広範な更新が必要な場合は、別の方法を考慮します。

• 仮想サービスと別の仮想サービスの組み合わせ
• 実行モードがイメージの検証に設定された仮想サービスの実行
• 仮想サービス全体の再記録

仮想サービス内のテキストの置換

仮想サービス内のテキストを置換できます。

この機能の検索部分は、検索機能と同じです。たとえば、同じ検索オプションおよびフィルタを設定できます。

以下の手順に従います。

1.

をクリックし、［置換］を選択します。
2. （オプション）検索オプションを設定します。
3. （オプション）フィルタを設定します。
4. 上のテキスト フィールドに検索テキストを入力します。
5. Enter キーを押すか、または［次を検索］をクリックします。
検索テキストが見つかった場合は、1 つまたは複数の結果が表示されます。

6. （オプション）検索オプションまたはフィルタを更新します。
7. 下のテキスト フィールドに置換テキストを入力します。
8. 1 つの結果内のテキストを置換するには、結果を選択して［置換］をクリックします。
9. すべての結果内のテキストを置換するには、［すべて置換］をクリックします。
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シグネチャの追加、変更、および削除

ポータルでは、以下のアクションのいずれも実行できます。

• シグネチャの追加
• シグネチャの上下への移動
• シグネチャの定義の変更
• シグネチャの削除

この手順では、シグネチャを追加するいくつかの方法について説明します。要求/応答ペアをインポートする

仮想サービス環境（VSE）でインバウンド要求に一致するシグネチャを検索する場合、シグネチャのリストの一番上から
開始し、下方に続行します。そのため、シグネチャの上下移動は、一致が発生する順序に影響します。

シグネチャ定義の変更は、シグネチャに対応する特定のトランザクションのすべてに自動的に適用されます。たとえ
ば、NewArg 引数を追加すると、特定のトランザクションにこの新しい引数が含まれるようになります。

デフォルトでは、一致は大文字と小文字を区別します。比較演算子で引数の大文字と小文字を区別しないようにするに
は、［シグネチャの定義］タブに移動し、［大文字と小文字を区別］列のチェック ボックスをオフにします。

以下の図は、［シグネチャの定義］タブを示しています。

デフォルトでは、引数値は文字列として処理されます。たとえば、アルファベット順で「1」は「9」より前に来るた
め、「10000」は「9」より小さいと見なされます。引数値が数値として処理されるようにするには、［シグネチャの定
義］タブに移動し、［数値］列のチェック ボックスをオンにします。

日付パターンは、日付情報を解析するために使用されます。［シグネチャの定義］タブの［日付パターン］列は読み取り
専用です。

以下の手順に従います。

1. 仮想サービスを開きます。
2. 既存のシグネチャを同じ仮想サービスからコピーして貼り付けることにより、シグネチャを追加する方法

a. ［ステートレス シグネチャ］ペインで、1 つ以上のシグネチャを選択します。
b. ［コピー］アイコンをクリックします。
c. ［貼り付け］アイコンをクリックします。
d. （オプション）新しいシグネチャを編集します。

3. 既存のシグネチャを別の仮想サービスからコピーして貼り付けることにより、シグネチャを追加する方法

WARNING
警告異なるデータ プロトコル ハンドラを使用する仮想サービスの間でシグネチャをコピーしないでくださ
い。たとえば、HTTP ベースの仮想サービスからのシグネチャは、JMS ベースの仮想サービスでは機能しま
せん。

a. 他の仮想サービスに移動します。
b. ［ステートレス シグネチャ］ペインで、1 つ以上のシグネチャを選択します。
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c. ［コピー］アイコンをクリックします。
d. 現在の仮想サービスに戻ります。
e. ［貼り付け］アイコンをクリックします。
f. （オプション）新しいシグネチャを編集します。

4. シグネチャを手動で追加する方法
a. 詳細モードが表示されていることを確認します。
b. ［ステートレス シグネチャ］ペインで、［追加］アイコンをクリックして［新しいシグネチャの追加］を選択し
ます。

c. 操作名を入力します。
d. ［完了］をクリックします。
e. 新しいシグネチャを選択します。
f. （オプション）［シグネチャの定義］タブに移動して、1 つ以上の引数を追加します。
g. ［仕様］タブに移動して、1 つ以上の特定のトランザクションを追加します。

5. シグネチャを上下に移動するには、シグネチャを選択し、［上に移動］アイコンまたは［下に移動］アイコンをク
リックします。また、新しい場所にシグネチャをドラッグすることもできます。

6. シグネチャの定義を変更するには、以下の手順に従います。
a. シグネチャを選択します。
b. ［シグネチャの定義］タブに移動します。
c. 変更を加えます。引数を上下に移動できます。引数を追加または削除できます。［大文字と小文字を区別］列お
よび［数値］列の設定を変更できます。操作名を変更できます。

7. シグネチャを削除するには、シグネチャを選択して［削除］アイコンをクリックします。Ctrl キーを使用して、複数
のシグネチャを選択することができます。

特定トランザクションの追加および削除

ポータルでは、以下のアクションを実行できます。

• 特定トランザクションを追加
• 特定トランザクションを上または下に移動
• 特定トランザクションを変更
• 特定トランザクションを削除

この手順では、特定のトランザクションを追加する 2 つの方法について説明します。要求/応答ペアをインポートする
と、新しい特定トランザクションも追加されます。

特定トランザクションを変更するための手順は、このセクションの別の場所で説明されています。

以下の手順に従います。

1. 仮想サービスを開きます。
2. 既存の特定のトランザクションをコピーして貼り付けることにより、特定トランザクションを追加する方法

a. ［要求データの引数］ペインで、1 つ以上の特定トランザクションを選択します。
b. ［コピー］アイコンをクリックします。
c. ［貼り付け］アイコンをクリックします。
d. （オプション）新しい特定トランザクションを編集します。

3. 特定トランザクションを手動で追加するには、［要求データの引数］ペインの［追加］アイコンをクリックします。
4. 特定トランザクションを上または下に移動するには、特定トランザクションを選択し、新しい場所にドラッグしま
す。

5. 特定トランザクションを削除するには、特定トランザクションを選択し、［削除］アイコンをクリックします。Ctrl
キーを使用して、複数の特定トランザクションを選択できます。
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要求/応答ペアのインポート

要求/応答ペアをインポートすると、要求は仮想サービスに対して処理されます。

仮想サービスに同じ引数を持ったシグネチャが含まれる場合、特定のトランザクションがシグネチャに追加されます。

仮想サービスに同じ引数を持ったシグネチャが含まれない場合、シグネチャが追加されます。要求および応答の詳細が、
特定のトランザクションとしてシグネチャに追加されます。デフォルト トランザクションも追加されます。

1 つ以上のサイドカー ファイルを含めることにより、要求および応答のメタデータを指定できます。  

NOTE
仮想サービスが HTTP 以外のトランスポート プロトコルに基づいている場合、この機能には、 ワークステー
ションで対応する仮想サービス モデルを開いて、［ドキュメント］フィールドにレコーディング セッション
ファイルへのパスを入力するという前提条件があります。レコーディング セッション ファイルは、以下のいず
れかのファイルです。

• VRS ファイル
Workstation の仮想サービス イメージ レコーダによって生成されます。

• VR2 ファイル
ポータルの Service Virtualization レコーダによって生成されます。

以下の手順に従います。

1. 仮想サービスを開きます。
2. ［ステートレス シグネチャ］ペインで、［追加］をクリックして［要求/応答ペアのインポート］を選択します。
［要求/応答ペアのインポート］ダイアログ ボックスが表示されます。

3. 要求/応答ペアが含まれるファイルを指定します。ファイルをダイアログ ボックスにドラッグできます。または、ボ
タンをクリックしてファイル システムからファイルを選択することができます。

4. ［完了］をクリックします。

引数の比較演算子

特定のトランザクションの各引数には、比較演算子があります。演算子は、引数値をインバウンド要求と一致させる方法
を示します。

デフォルトでは、演算子は等号（=）に設定されます。そのため、インバウンド要求での引数値が特定のトランザクショ
ンの引数値と同じである場合、一致が発生します。

以下の数学記号もサポートされています。

• 等しくない（!=）
• より小さい（<）
• 以下（<=）
• より大きい（>）
• 以上（>=）

また、正規表現またはプロパティ式も指定できます。これらの演算子は、［値］列と共に使用します。

たとえば、750 で始まる任意の 5 桁の郵便番号が有効と仮定します。演算子を［RegEx］に設定し、値を以下のテキス
トに設定することができます。

750\d\d

引数として任意の値を許可する場合は、演算子を［すべて］に設定します。
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以下の図は、各種演算子の使用を示しています。このシナリオでは、インバウンド要求の引数値は特定のトランザクショ
ンの基準にすべて一致しています。たとえば、インバウンド要求の勘定残高は 5000 です。特定のトランザクションは、
勘定残高が 100 を超えている必要があることを示しています。

Figure 17: 演算子使用の図

マジック ストリングの無効化および有効化

特定のトランザクションの各引数をマジック ストリングとして分類できます。

ポータルで特定のトランザクションを表示すると、［マジック ストリング］列に、各引数がマジック ストリングとして
分類されたかどうかが示されます。

［マジック ストリング］列は読み取り専用です。 では、設定を変更できます。詳細については、「ステートレス トラン
ザクション用の［トランザクション］タブ」を参照してください。

要求の属性およびメタデータの編集

ポータルでは、要求属性およびメタデータを編集できます。

要求属性の編集

仮想サービスで、##は、要求に関する情報が含まれる名前/値ペアです。

HTTP トランスポート プロトコルを使用して仮想サービスを記録すると仮定します。仮想サービスの属性には、XML
ネームスペースおよび記録された RAW 要求が含まれます。

要求属性は、一致では使用されません。

デフォルトのトランザクションに属性はありません。

以下の手順に従います。

1. 仮想サービスを開きます。
2. 詳細モードが表示されていることを確認します。
3. ［要求データ］ラベルの右側にある［属性］リンクをクリックします。
4. （オプション）列見出しをクリックして要求属性をアルファベットの昇順にソートします。降順でソートするには、
再度クリックします。

5. 必要に応じて、属性を追加、変更、または削除します。
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要求メタデータの編集

仮想サービスで、用語「#####」は、再生中の要求の処理方法に影響を及ぼすことができる名前/値ペアを指します。

HTTP トランスポート プロトコルを使用して仮想サービスを記録すると仮定します。仮想サービスの要求メタデータに
は、HTTP メソッドおよびコンテンツ タイプが含まれます。

要求メタデータは、一致では使用されません。

デフォルトのトランザクションにメタデータはありません。

以下の手順に従います。

1. 仮想サービスを開きます。
2. 詳細モードが表示されていることを確認します。
3. ［要求データ］ラベルの右側にある［メタデータ］リンクをクリックします。
4. （オプション）列見出しをクリックして要求のメタデータをアルファベットの昇順にソートします。降順でソートす
るには、再度クリックします。

5. 必要に応じて、メタデータを追加、変更、または削除します。

TIP

メタデータで応答をフィルタするには、レコーディング中に要求データ マネージャ データ プロトコルを使用
します。要求データ マネージャ画面で、メタデータ要素を使用し、要求の引数として設定します。そのため、
これは再生時にも要求をフィルタします。

応答の更新

 ポータルでは、特定のトランザクションに関連付けられている応答を更新できます。応答の追加や削除も行うことがで
きます。

応答の反応時間の変更

特定のトランザクションの各応答には、［反応時間］という名前のフィールドが含まれます。このフィールドでは、応答
を送信するまでの待機時間を指定します。仮想サービスがレコーディングから作成された場合、初期値はレコーディング
中に観察された応答動作に基づきます。

パフォーマンス向上をシミュレートするには、値を減らします。

パフォーマンス低下をシミュレートするには、値を増やします。

デフォルトでは、値はミリ秒単位です。時間の単位を指定するには、サフィックスを数値に追加します。大文字と小文字
は区別されません。以下のサフィックスを使用できます。

サフィックス 説明 例
t ミリ秒 50t
秒 秒 10s
m 分 2m
h 時間 1h

数値の範囲を指定できます。反応時間は、指定した範囲からランダムに選択されます。たとえば、値「100-1000」
は、100 ミリ秒 ～ 1000 ミリ秒のランダムな反応時間を指定します。

反応時間が 10 ミリ秒で、要求を処理して応答を検索するのに 5 ミリ秒かかる場合、5 ミリ秒の遅延が余分に加算される
のみです。

反応時間が 0 であるか、または要求の処理に要した時間より短い場合、VSE は応答を可能な限り迅速に送信します。
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仮想サービスの不明な応答にも同様のフィールドがあります。

仮想サービスを展開する場合、［反応時間スケール］という名前の関連フィールドを設定できます。このフィールドで
は、仮想サービス内の［反応時間］フィールドすべてに掛ける割合（%）を指定します。

以下の手順に従います。

1. 仮想サービスを開きます。
2. 特定のトランザクションの応答、または不明な応答を見つけます。
3. ［反応時間］フィールドの値を変更します。

応答メタデータの編集

仮想サービスで、用語「#####」は、再生中の応答の処理方法に影響を及ぼすことができる名前/値ペアを指します。

HTTP トランスポート プロトコルを使用して仮想サービスを記録すると仮定します。仮想サービスの応答メタデータに
は、HTTP 応答コードおよびコンテンツ タイプが含まれます。

応答メタデータは、一致では使用されません。

以下の手順に従います。

1. 仮想サービスを開きます。
2. 詳細モードが表示されていることを確認します。
3. ［Response］ラベルの右側にある［Metadata］リンクをクリックします。
4. （オプション）列見出しをクリックして応答のメタデータをアルファベット順の昇順にソートします。降順でソート
するには、再度クリックします。

5. 必要に応じて、メタデータを追加、変更、または削除します。

応答の追加および削除

通常、1 つのトランザクションの応答は 1 つのみです。 ポータルでは、応答を追加することができます。ただし、プロ
トコルによっては、最初の応答以外の応答が無視されます。

以下の手順に従います。

1. 仮想サービスを開きます。
2. そのトランザクションを表示します。
3. 応答を追加するには：

a. ［応答の追加］ボタンをクリックします。
b. 本文およびメタデータを追加します。

4. 応答を削除するには、その応答を表示して［応答の削除］ボタンをクリックします。

サイドカーを使用した反応時間の指定

V3 API の使用中に、1 つ以上のサイドカー ファイルを含めることにより、要求および応答のメタデータを指定できま
す。詳細については、「サイドカー ファイル」を参照してください。

ベース パスの編集

ユーザは、［サービス設定］タブの VS の管理セクションからベース パスを編集または更新することもできます。

ベース パスは、基本的に VS を作成するためにキャプチャしたすべてのトランザクションの中で最も長く一致する URL
であり、再生中に仮想サービスが応答する要求をフィルタするために使用できます。［トランザクション］タブでは編集
できないままになっています。ただし、更新したベース パスを有効にするには、仮想サービスを再展開する必要があり
ます。ベース パスを編集したら、変更を反映するために VS を再展開する必要があります。
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要求に一致するトランザクションの検索

仮想サービスに要求を送信すると、予期されるものとは応答が異なると仮定します。

仮想サービスを開いて、要求を入力することができます。 ポータルでは、仮想サービスのどのコンポーネントが要求に
一致するかが示されます。この結果は、問題の修正方法を決定するのに役立ちます。

要求は、テキスト形式または XML 形式にする必要があります。

ポータルでは、要求の実際のコンテンツを入力するか、または要求ファイルを指定することができます。

結果にステートレス シグネチャ、またはステートレスの特定のトランザクションが含まれる場合、表示される順序は、
再生中に一致が発生する順序と同じです。

会話型結果の順序は、重大ではありません。

NOTE
仮想サービスが HTTP 以外のトランスポート プロトコルに基づいている場合、この機能には、 ワークステー
ションで対応する仮想サービス モデルを開いて、［ドキュメント］フィールドにレコーディング セッション
ファイルへのパスを入力するという前提条件があります。レコーディング セッション ファイルは、以下のいず
れかのファイルです。

• VRS ファイル
Workstation の仮想サービス イメージ レコーダによって生成されます。

• VR2 ファイル
ポータルのサービス仮想化レコーダによって生成されます。

以下の手順に従います。

1. 仮想サービスを開きます。
2.

をクリックし、［要求による一致の検索］を選択します。
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3. 以下のいずれかの操作を実行します。
– 要求をテキスト領域に貼り付けて、［一致の検索］をクリックします。
– 要求ファイルを右側のボックスにドラッグします。
– ［要求ファイルの選択］をクリックして、ファイル システムから要求ファイルを選択する。
［検索結果］テーブルに、見つかった一致が表示されます。

4. 元の要求を表示するには、［要求の表示］をクリックします。
5. ［検索結果］テーブル内のエントリをクリックします。
一致するコンポーネントが表示されます。

例：

GET /find/?q=Dallas

最後のスラッシュが必要です。この例では、「GET /find?q=Dallas」と入力しても、データは検索されません。

仮想サービス URL の取得

 ポータルでは、エディタに表示される仮想サービス コンポーネントへの URL を取得できます。したがって、すべての
ユーザがブラウザに URL を入力することで、その仮想サービスを開き、同じコンポーネントを利用できます。

以下の図は、選択した URL と［ページ URL］アイコンを示しています。

以下の手順に従います。

1. 右上の領域にある［ページ URL］アイコンの上にマウス ポインタを置きます。
2. 選択した URL をクリップボードにコピーします。

仮想サービスの展開
ポータルから仮想サービスを展開できます。

以下のビデオでは、仮想サービスの展開およびモニタリングの例を示します。

  

NOTE

仮想サービスのポート番号が使用されていないことを確認します。レコーディングまたは Application Insight
で作成された仮想サービスのポート番号は、その仮想サービスが記録されたときのポート番号と同じになりま
す。

以下の手順に従います。

1. ポータルのホーム ページに移動します。
2. 左側のナビゲーション メニューで［管理］-［仮想サービス］を選択します。
［仮想サービスの管理］ウィンドウが表示されます。

3. テーブル内で仮想サービスを選択します。
4. ［アクション］列の［オプション］ボタンをクリックし、［展開］を選択します。
［Deploy Virtual Service］ダイアログ ボックスが表示されます。
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5. 展開先の VSE サーバを選択します。
6. 必要に応じてフィールドを変更します。

– グループ タグ
この仮想サービスの仮想サービス グループの名前を指定します。展開した仮想サービスにグループ タグがある場
合、それらのタグがドロップダウン リストに表示されます。グループ タグは英数字で始まる必要があり、英数字
と以下の特殊文字を含めることができます。
• ピリオド（.）
• ダッシュ（-）
• アンダースコア（_）
• ドル記号（$）

– 同時実行数
負荷容量を示す数値を指定します。##は、仮想サービスで同時に何人の仮想ユーザ（インスタンス）が実行できる
かを示します。ここでの容量は、このサービス モデルに対する要求を処理するスレッドの数を表します。

NOTE
［同時実行数］フィールドは、Service Virtualization for Performance モードでのみ表示されます。

VSE は、同時実行数の合計と同数のスレッドを割り当てます。休止している場合でも、各スレッドはシステム リ
ソースを多少消費します。したがって、システム全体のパフォーマンスを最適化するため、この設定は可能な限り
小さな値にします。必要なパフォーマンスを達成するか、または設定値を大きくしてもさらなるパフォーマンス向
上が見られなくなるまで設定を調整することにより、適切な設定値を経験的に決定します。
標準装備のプロトコルは、スレッド使用を最小化するため、フレームワーク レベル タスク実行サービスを使用し
ます。このようなプロトコルの場合、仮想サービスが高度にカスタマイズされていない限り、同時実行数が 1 コア
当たり 2 ～ 3 を超えていても、それが役立つことはほとんどありません。
拡張、および標準装備のプロトコルを使用しない仮想サービスに対して、長い反応時間を設定すると、反応時間中
にスレッドを消費する可能性があります。このような場合は、同時実行数を増やす必要があります。
このような場合のおおよその初期設定値は、以下の数式で与えられます。
Concurrent Capacity = (Desired transactions per second / 1000) * Average Think Time
 in ms * (Think Scale / 100)

例：
反応時間を処理するためにフレームワーク タスク実行サービスを使用しない、カスタム プロトコルを使用して
いると仮定します。全体的なスループットとして必要な、1 秒あたりのトランザクション数は 100 です。サービ
ス イメージ全体にわたっての平均反応時間は、200 ミリ秒です。また、仮想サービスは、反応時間スケール 100
（%）で展開されます。
(100 Transactions per second / 1000) * 200ms * (100 / 100) = 20

この場合に、各スレッドは応答前に平均でおよそ 200 ミリ秒ブロックします。その時間中には、スレッドは新し
い要求を処理できません。したがって、1 秒あたり 100 トランザクションに対応するには、同時実行数 20 が必要
です。スレッドは平均で 10 ミリ秒ごとに利用可能になります。これは 1 秒あたり 100 トランザクションを達成す
るのに十分です。
デフォルト： 1

– 反応時間スケール
記録された反応時間に対する反応時間の割合（%）を指定します。

NOTE
テスト実行でのペースの整合性を保つため、ステップ自体の処理時間は反応時間から引かれます。

デフォルト： 100
例：
• 反応時間を 2 倍にするには、「200」と入力します。
• 反応時間を半分にするには、「50」と入力します。

7. ［Deploy］をクリックします。
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NOTE

仮想サービスのステータスには、以下のものがあります。

• 展開
入力した名前のサービスはまだ展開されていません。サービスは展開されています。

• 再展開
入力した名前のサービスは、入力したサービスと同じ .vsm ファイルで展開されています。サービスは再展
開されています。

• オーバーライド
入力した名前のサービスは、入力したサービスに関連付けられたものとは異なる .vsm ファイルで展開され
ています。展開されているサービスのオーバーライドを促すメッセージが表示されます。

仮想サービスのモニタ
仮想サービスを展開すると、 ポータルから仮想サービスを監視できます。

モニタ ウィンドウには、各仮想サービスの作成セッションに関する情報も表示されます。モニタ ウィンドウは、このカ
テゴリの情報を#######として参照します。

左側のナビゲーション メニューで、［モニタ］-［仮想サービス環境］を選択します。実行している仮想サービス環境
（VSE）が表示されます。

VSE 用のモニタ ウィンドウを表示するには、VSE 名をクリックします。

モニタ ウィンドウのレイアウト

［自動リフレッシュ］チェック ボックスは右上隅にあります。デフォルトでは、このチェック ボックスはオンになって
います。

［サマリ］領域に、仮想サービスおよびレコーディング、それらの各ステータスの合計が表示されます。

以下のグラフィックは、サマリ領域を示しています。

ツールバーは、仮想サービスおよびレコーディングに対して実行できるアクションを示します。アイコンが淡色表示され
ている場合、そのアクションは選択されたアーティファクトで使用することはできません。複数の仮想サービスまたはレ
コーディングを選択し、アイコンをクリックして、それらすべてに対してアクションを実行します。

開始

停止

トランザクション数のリセット

仮想環境から削除
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容量の更新

反応スケールの更新

グループ タグの更新

自動再起動の更新

仮想サービスをアップロードして環境に展開

テーブルには、以下の列が含まれます。

• チェック ボックス
仮想サービスおよびレコーディングを選択およびクリアすることができます。

• アクション
仮想サービスまたはレコーディングに対して実行できるアクションのリストを表示します。

• カテゴリ
各行が仮想サービス用かレコーディング用かを示します。

• 名前
仮想サービスまたはレコーディングの名前を表示します。

• リソース/タイプ
仮想サービスのタイプなど、この仮想サービス リソースに関する重要な情報を表示します。
HTTP ベースの仮想サービスの場合、形式は「<listen port> : <http | https> : <bind address> : <base path>」で
す。一部の仮想サービスでは、バインド アドレスがない場合があります。

• ステータス
仮想サービスまたはレコーディングの現在の状態を識別します。

• トランザクション数
記録されたトランザクションの数を示します。

• 稼働時間
サービスの開始後に経過した時間を示します。

• エラー
サービスの実行中にエラーが発生したことを示すために赤いドットを表示します。

• グループ
仮想サービスのグループを表示します。

• 実行モード
仮想サービスの実行モードを表示します。

• 容量
仮想サービス モデルで同時に実行できる仮想ユーザ（インスタンス）の数を定義します。このフィールドは、この
サービス モデルで要求を処理するスレッドの数を示します。このフィールドは、サービスの実行中に更新できます。

• 反応時間スケール
記録された反応時間のパーセント値を表示します。

• 自動再起動
サービスの実行が停止されている場合に、仮想サービスを自動的に再起動するかどうかを識別します。

 753



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

列名の右の下矢印をクリックすることにより、昇順または降順に列の値を並べ替えることができます。また、この矢印を
使用して、このウィンドウに表示する列を選択します。

列見出しにある検索ボックスに条件を入力して、［名前］、［リソース/タイプ］、および［グループ］フィールドを検
索できます。

表示または非表示に使用可能な列を選択するには、テーブルの右上にある［フィルタ］ボタンをクリックします。

仮想サービスとレコーディングに関する情報の表示

仮想サービスまたはレコーディングの詳細を取得するには、［名前］フィールドで青色の i アイコン

をクリックします。

仮想サービスについては、次の項目を表示できます。

• 設定名
仮想サービス モデルの設定ファイルの名前を識別します。

• リソース/タイプ
仮想サービスのタイプなど、この仮想サービス リソースに関する重要な情報を表示します。

• 実行モード
仮想サービスの実行モードを表示します。実行モードを変更するには、鉛筆アイコンをクリックします。

• 最終開始日時
このサービスが最後に開始された日時を表示します。

• 最終終了日時
このサービスが最後に停止された日時を表示します。

• グループ タグ
この仮想サービスの仮想サービス グループの名前を表示します。
展開した仮想サービスにグループ タグがある場合、このフィールドで文字を入力するときにそれらのタグを使用でき
ます。グループ タグは英数字で始まる必要があり、英数字と以下の特殊文字を含めることができます。
– ピリオド（.）
– ダッシュ（-）
– アンダースコア（_）
– ドル記号（$）
Tab キーまたは Enter キーを使用するか、［グループ タグ］フィールドの入力フィールドの外側でマウス クリックす
る必要があります。次に、［保存］をクリックしてフィールドを更新します。グループ タグが必須ではない場合、仮
想サービスからグループ タグを削除できます。グループ タブ列をダブルクリックして値を削除し、［保存］をクリッ
クします。
必須のグループ タグを編集できます。必須のグループ タグを削除するには、プロパティ ファイルでプロパティを
false に戻します。
グループを選択するには、［グループ タグ］フィールドの横のドロップダウン リストを使用します。選択したグルー
プ タグをクリアするには、［X］をクリックします。グループ タグがないすべての仮想サービスを選択するには、##
#####を選択します。

• ステータス
仮想サービスの現在の状態を識別します。

• 自動再起動
サービスの実行が停止されている場合に、仮想サービスを自動的に再起動するかどうかを識別します。

• 稼働時間
サービスの開始後に経過した時間を示します。

• トランザクション数
サービスの開始後に、VSE が記録したトランザクションの数を示します。

• 現在のトランザクション数/秒
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現在実行中のトランザクションの数を表示します。
• 容量
仮想サービス モデルで同時に実行できる仮想ユーザ（インスタンス）の数を定義します。［容量］は、このサービス
モデルで要求を処理するスレッドの数を示します。このフィールドは、サービスの実行中に更新できます。

• エラー数
受信したエラーの数を識別します。

• 最大のトランザクション数/秒
同時に実行されたトランザクションの最大数を表示します。

• 反応時間スケール
記録された反応時間のパーセント値を表示します。

レコーディングについては、次の項目を表示できます。

• リソース/タイプ
仮想サービスのタイプなど、この仮想サービス リソースに関する重要な情報を表示します。

• 最終開始日時
このレコーディングが開始された日時を表示します。

• 最終終了日時
このレコーディングが停止した日時を表示します。

• 稼働時間
サービスの開始後に経過した時間を示します。

• ステータス
レコーディングの現在の状態を示します。

• トランザクション数
記録されたトランザクションの数を示します。

• 現在のトランザクション数/秒
現在実行中のトランザクションの数を表示します。

• エラー数
受信したエラーの数を識別します。

仮想サービスとレコーディングのアクション

［アクション］列を使用すると、以下のタスクを実行できます。

• 開始
仮想サービスまたはレコーディングを開始します。

• 停止
仮想サービスまたはレコーディングを停止します。

• セッション/トラッキング情報の表示
仮想サービスのセッション/トラッキング情報を表示します。詳細については、「セッション/トラッキング情報の表
示」を参照してください。

• 検査ビュー
仮想化サービス用にカスタマイズされたインスペクタ パネルのウィンドウを開きます。詳細については、「検査
ビュー」を参照してください。

NOTE

展開された仮想サービスにトランザクションが表示されていない場合、クライアントは正しく設定されてい
ません。実際のシステムの代わりに仮想サービスを参照するようにクライアントを再設定します。別のサー
ビスがそのポートを使用している場合は、そのサービスを停止するかポート設定を変更して競合を解消しま
す。選択された仮想サービスの検査ビューを表示します。

• MAR のダウンロード
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仮想サービスのモデル アーカイブ（MAR）ファイルをダウンロードします。
• トランザクション数のリセット
仮想サービスのトランザクション数およびエラー数をリセットします。

• 仮想環境から削除
仮想サービスまたはレコーディングを環境から削除します。

仮想サービスのプロパティの更新

以下の方法で、仮想サービスのプロパティを更新できます。

• 1 つの仮想サービスの 1 つまたは複数のプロパティの更新
• 複数の仮想サービスの 1 つのプロパティの更新

1 つの仮想サービスの 1 つまたは複数のプロパティの更新

モニタ ウィンドウから直接、1 つの仮想サービスの 1 つまたは複数のプロパティを更新できます。

変更を加えると、［保存］および［リセット］ボタンが表示されます。

以下の手順に従います。

1. 以下のフィールドのいずれかをダブルクリックします。
– 容量
– 反応時間スケール
– グループ
– 自動再起動
– 実行モード

実行モードを更新するには、フィールドをダブルクリックするのではなく、  

［編集］

をクリックします。
選択されたフィールドが編集モードで表示されます。

2. 目的の値を入力または選択します。
変更した仮想サービスは赤で表示され、保存されていない変更があることを示します。

3. テーブルのリスト表示の上部、右側の［保存］をクリックします。
– 入力した値が選択したフィールドで有効でない場合は、［保存］ボタンは表示されません。
– 保存せずに変更を破棄する場合は［リセット］をクリックします。

4. 他のフィールドを更新するには、これらのステップを繰り返します。
［名前］フィールドの［情報］

をクリックして、仮想サービスの詳細を別のウィンドウに表示することもできます。上にリスト表示されている
フィールドは、編集モードで表示されます。このウィンドウで変更を加えて、［保存］または［リセット］をクリッ
クできます。

複数の仮想サービスの 1 つのプロパティの更新

モニタ ウィンドウから、複数の仮想サービスの［グループ］、［容量］、［反応スケール］、［自動再起動］の設定を
同時に直接、更新できます。

以下の手順に従います。

1. 更新する各仮想サービスのチェック ボックスをオンにします。
2. 以下のいずれかのアイコンをクリックします。
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–

容量の更新
–

反応スケールの更新
–

グループ タグの更新
–

自動再起動の更新
3. 設定を更新します。
4. ［OK］をクリックします

グループ タグの必須化

ポータルを使用して仮想サービスを展開するか、展開した仮想サービスを更新してグループ タグを必須にするに
は、phoenix.properties で phoenix.groupTag.mandatory プロパティを true に設定します。プロパティを true に設定
すると、仮想サービスを展開するために以下の検証がアクティブになります。

レコーディング、RR ペア、または仕様を使用して仮想サービスを作成し、［VS の保存と展開］オプションを選択する
には、［グループ タグ］フィールドが必要です。値の指定がない場合、以下のメッセージが表示されます。

［管理］タブを使用して仮想サービスを展開するには、［グループ タグ］フィールドが必要です。値の指定がない場
合、以下のメッセージが表示されます。
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VSE ビューア グリッドで VS を更新中に、空の文字列でグループ タグを更新することはできません。

以下のアイコンを使用して、MAR ファイルをアップロードおよび展開できます。

ポップアップ メッセージに「グループ タグは必須です」と表示されます。
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トラッキング データのクリーンアップの設定

VSE のトラッキング データのクリーンアップを設定できます。値は、サービスが停止または再起動されるまで有効なま
まです。サービスが再起動されると、この値はデフォルト値またはプロパティ ファイルに設定された値に従ってリセッ
トされます。以下のグラフィックは、［設定構成］ダイアログ ボックスを示しています。

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューで、［モニタ］-［仮想サービス環境］を選択します。
実行されている VSE が表示されます。

2. VSE 名を右クリックし、［設定構成］を選択します。
3. 1 つまたは複数の値を変更します。
4. ［OK］をクリックします。
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実行モード

実行モードは、仮想サービスのランタイム動作を制御する設定です。

利用可能な実行モードの数は、仮想サービスのステップによって異なります。たとえば、仮想サービスにライブ呼び出し
ステップがない場合、［ライブ呼び出し］または［学習モード］オプションは使用できません。

実行モードは、4 つのカテゴリに分類されます。

1 つ目のカテゴリは、仮想化された応答を提供します。

• 最も効率的
このモードは、最も高速です。ステップのルーティングとトラッキングは実行されません。また、このモードは、生
成されたイベントのトラッキングを制限します。

• 代理
仮想サービス環境（VSE）は「最も効率的」モードでの場合と同じように応答します。ただし、不明な応答を通常通
りに戻すとき、代わりに要求をライブ システムに転送します。

• トランザクション トラッキング
［最も効率的］より多くのイベントが起動され、セッションのトランザクション フローを記憶します。このトラン
ザクション情報は、特定の要求に対して特定の応答が選択された理由を判断するために役立ちます。このモードは、
［最も効率的］ほど効率的に実行されません。このモードでは、ライブ システム応答は表示されません。サービス イ
メージからの応答のみ表示されます。

2 つ目のカテゴリは、ライブ システムに要求を渡します。

• ライブ呼び出し
モデルのライブ呼び出しステップを使用して、現在の要求に対する応答を決定します。仮想サービスからの応答を使
用する代わりに、ライブ サービスにアクセスして応答を取得します。ライブ呼び出しのターゲット システムは、パ
フォーマンスを制御します。このモードは、パススルーまたはライブ システムとも呼ばれます。

• フェールオーバ
VSE は、ライブ呼び出しモードでの場合と同じように応答します。ただし、ライブ システム コールが失敗すると、
代わりに VSE が応答します。

3 つ目のカテゴリを使用すると、必要に応じて、仮想サービスを更新できます。

• 学習モード
このモードは、イメージの検証モードと似ていますが、ライブ システムからの新しい応答または更新された応答を持
つように仮想サービスを自動的に「修復」または修正します。仮想サービスに自動的に渡される次の要求は、「学習
された」新しい応答を参照します。学習のために 1 つのシステムのみが確認されるわけではなく、両方のシステムが
確認され、現在はライブ システムが優位性を持っています。

• イメージの検証
VSE とライブ システムの両方を使用して、現在の要求に対する応答を取得します。応答は、ログに記録され、後
で、［View Session and Tracking］パネルを使用してサービス イメージに適用できます。このモードでは、VSE お
よび対応するライブ システムによって提供される応答の間でライブ比較が可能となり、違いが存在する場合、サービ
ス イメージに対してパッチまたは修正を行うことで、ライブ システムとの同期を保つことができます。このモード
は、ライブ修正モードとも呼ばれます。このモードは、最も非効率なモードです。

4 つ目のカテゴリは動的な動作を許可します。

• ダイナミック
モデルがその他のモードのどれを使用するかを要求ごとに決定できます。そのため、パフォーマンスは予測できませ
ん。唯一の要件は、プロトコルの 1 つまたは複数のリスン ステップの後にモデルに VS ルーティングが存在すること
です。
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以下の表に、各トランスポート プロトコルがサポートする実行モードを示します。

トランスポー
ト プロトコ
ル

最も効率的 トランザク
ション ト
ラッキング

ライブ呼び出
し

学習モード イメージの検
証

ダイナミック 代理 フェールオー
バ

HTTP/S はい はい はい はい はい はい はい はい
IBM MQ ネイ
ティブ

はい はい はい はい はい はい はい はい

IBM
WebSphere
MQ

はい はい いいえ いいえ いいえ はい いいえ いいえ

JMS はい はい はい はい はい はい はい はい
標準 JMS はい はい いいえ いいえ いいえ はい いいえ いいえ
RabbitMQ はい はい はい はい はい はい はい はい
Java はい はい はい はい はい はい いいえ いいえ
TCP はい はい はい はい はい はい はい はい
CICS （LINK
DTP MRO）

はい はい いいえ いいえ いいえ はい いいえ いいえ

CICS トラン
ザクション
ゲートウェイ
（ECI）

はい はい はい はい はい はい はい はい

IMS 接続 はい はい はい はい はい はい はい はい
JCo 経由の
SAP RFC

はい はい はい はい はい はい はい はい

JCo IDoc はい はい はい はい はい はい いいえ いいえ
不透明データ
処理 (ODP)

はい はい はい はい はい はい はい はい

検査ビュー

 ポータルの監視ウィンドウには、検査ビューが含まれています。検査ビューを使用し、展開した仮想サービスの［一
致］および［イベント詳細の要求］を確認することができます。この情報は、仮想サービスの動作を理解するのに役立ち
ます。

一致

［一致］サブビューには、仮想サービスが処理した最近の要求がリスト表示されます。

各要求に対して、［一致タイプ］列には、以下の条件のどれが発生したかが表示されます。

• 要求に対する一致が見つかりませんでした。
• 要求はステートレス トランザクションに一致しました。
• 要求はステートフル トランザクションに一致しました。

［一致許容差］列には、一致するトランザクションが特定のトランザクションまたはデフォルトのトランザクションであ
るかどうかが表示されます。

［トランザクション ID］列には、一致するトランザクションの一意の識別子が表示されます。
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NOTE

仮想サービス エディタ内で一致するトランザクションを見つけるために、［一致タイプ］、［一致許容差］、
および［トランザクション ID］列の情報を使用することができます。

［引数］列には、操作に関連付けられている各引数の実際の値が表示されます。

以下の図は、［一致］サブビューでの要求の例を示します。すべての表示できる要求が、ステートレス トランザクショ
ンに一致しました。

［イベント］パネルには、選択した要求に関連付けられているすべてのイベントが表示されます。

同じ情報が vse_matches.log ファイルに記録されます。

イベント詳細の要求

［イベント詳細の要求］サブビューには、仮想サービスでエラーを発生させたインバウンド要求のリストが表示されま
す。

要求を選択すると、実行された VSM ステップのリストが表示され、選択したエラー イベントが含まれるステップが示
されます。そのステップの処理中に発生したイベントを参照するには、対話型テスト ラン（ITR）ユーティリティと同様
に、ステップを選択します。

NOTE
仮想サービスの毎秒のトランザクション数が 100 を超えている場合、プロパティの設定およびプロパティの削
除イベントは、全体のパフォーマンスを向上させるために無効になります。

セッションおよびトラッキング情報の表示

ポータルでは、展開した仮想サービスのセッションおよびトラッキング情報を表示できます。また、モデルの修正を実
行することもできます。
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##########を利用すると、VSE サーバ上の現在（または最近）のセッションの動作を見ることができます。ある要求に
対してなぜその応答が返されたかを特定できます。セッションの表示機能を利用すると、VSE からの応答と対応するラ
イブ システムからの応答をその場で比較することも可能です。

######は学習とは異なります。学習では、Service Virtualization とライブ応答の違いが検出されるとただちにサービス
イメージが変更されます。修正の場合は、そのような違いはログに記録され、後で［セッション/トラッキング情報の表
示］情報パネルで確認してサービス イメージに適用することができます。

セッションの表示

セッションの表示は、トランザクション トラッキングまたはイメージの検証実行モードで実行される仮想サービスに対
してのみ使用できます。

選択した仮想サービスのセッション トラッキングを表示するには、サービスの［アクション］列をクリックして［セッ
ション/トラッキング情報の表示］を選択します。

セッション パネルが開き、記録されたセッションとトランザクションが表示されます。展開した仮想サービスに記録さ
れたトランザクションが存在しない場合、セッション パネルがセッション情報なしで表示されます。

セッション情報

［セッション情報］領域には、選択した仮想サービスのすべてのセッションのリストが表形式で表示されます。表示され
る列を選択または非表示にするには、ペインの右上にある［フィルタ］アイコンをクリックします。

• セッション ステータス
現在のセッション ステータスを示すアイコンを表示します。
–

一致する
仮想サービスとライブ システムの間でトランザクションが正確に一致していることを示します。######は、応答
が正常に記録されたこと、および記録された応答がライブ システムの応答と相違ないことも示します。

–

本文の不一致
仮想サービスとライブ システムの間に一致があることを示します。ただし、記録された応答の本文は、ライブ シ
ステムとは異なります。

–

ナビゲーションの不一致
会話型トランザクション ナビゲーションが仮想サービス レコーディングとライブ システムの間で異なることを示
します。たとえば、仮想サービスで応答が見つかりませんでしたが、その応答はライブ システムから再生されま
す。

• セッション ID
各セッションの一意の ID を示します。

• 作成日
そのセッションの最初のトランザクションのタイムスタンプを表示します。

• 変更日
最新のトランザクションのタイム スタンプを表示します。

• トランザクション数
サービスの開始後に記録されたトランザクションの数を示します。

• クライアント ID
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（プロトコルに固有）HTTP では、トランザクションをサブミットしたクライアントのエンドポイントを表示しま
す。

• 最新の要求
特定のセッションでの最新の要求を示します。

応答情報

［応答情報］領域には、選択したセッションのトランザクションのリストが表示されます。このペインの最初の列にある
色付きのボールにマウス ポインタを重ねると、ツールヒントによって、そのトランザクションの一致が示されます。ト
ランザクションの 1 つをクリックすると、［要求］タブと［応答］タブに VSE システムとライブ システムの間の要求/
応答の比較が表示されます。

［応答情報］ペインでは、以下のアイコンがトランザクションを表します。

•

一致する
応答本文とナビゲーションがライブ システムと VSE イメージの間で一致していることを示します。

•

本文の不一致
応答本文が一致しておらず、ナビゲーションが一致していることを示します。

•

ナビゲーションの不一致
ナビゲーションが一致していないことを示します。
– 会話型トランザクションの場合
トランザクションが不一致になるか、ライブ システムに移動すると、後続のすべてのトランザクションも不一致
となり、ライブ システムに移動します。会話が会話用のライブ システムに移動した後は、VSE イメージ側ではコ
ンテキスト不足となるため、その会話を VSE イメージに戻すことはできなくなります。

– ステートレス トランザクションの場合
トランザクションが不一致になるかライブ システムに移動した後も、後続のトランザクションは最初に VSE イ
メージと比較され、応答の検索が行われます。応答が VSE イメージに存在する場合、その応答はライブ システム
からは再生されません。

モデルの修正

［セッション情報］領域にある［更新された VSI のダウンロード］

ボタンを使用すると、ライブ セッション/ステートレス トランザクションを反映してサービス イメージを更新すること
ができます。このプロセスは、モデルの修正と呼ばれています。モデルの修正を使用して VSE イメージとライブ システ
ムの間のディスパリティを除去し、仮想サービスが正しく動作するようにします。更新するトランザクションの左にある
チェック ボックスを選択してから、［応答情報］領域にある［更新された VSI のダウンロード］ボタンをクリックしま
す。 

Copybook バンドルの作成
［Copybook バンドル］ページでは、Copybook およびマッピング ファイルを簡単に作成、インポート、管理できます。
このページでは、
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• マッピング ファイルからコードを直接参照および編集できます。
• エラーの自動チェックを提供し、Copybook をレコーディングに使用する前に解析できるようにします。
• Copybook と関連するマッピング ファイルを合わせてバンドルします。
• レコーディング プロセス中のエラーを削減します

Copybook バンドルは、Copybook とその Copybook に関連するマッピング ファイルの集まりです。

NOTE
［Copybook バンドル］ページでは、Copybook ファイルを管理できます。ただし、記録されたトランザクショ
ンに適用するには、 の既存の手順を使用する必要があります。Copybook データ プロトコルのレコーティング
での使用の詳細については、「Copybook データ プロトコル」および「Copybook データ プロトコルを使用す
る方法」を参照してください。

［Copybook バンドル］ページへのアクセス

以下の手順に従います。

1. ポータルで、［管理］-［Copybook］をクリックします。
2. 開きたい Copybook バンドルの名前をクリックします。
［Copybook バンドル］タブが表示されます。

特定の Copybook バンドル、Copybook、またはマッピング ファイルを検索する場合は、［フィルタ］

をクリックして、名前、テキスト、またはステータスによって結果を絞り込みます。

Copybook バンドルの作成

以下の手順に従います。

1. ポータルで、［作成］-［Copybook バンドル］をクリックします。
［Copybook バンドル］タブが表示されます。

2. Copybook に対して有効な名前を入力し、［保存］

をクリックします。
新しいタブが開き、新しい Copybook の詳細を定義することができます。

3. Copybook バンドルに追加する Copybook をインポートまたは作成します。
4. Copybook バンドルのマッピング ファイルをインポートまたは作成します。
5. ［コメント］

をクリックして、コメントまたはメモを Copybook バンドルに追加します。
6. ［開始列、終了列、またはコード ページを変更］

をクリックして、開始列、終了列、およびコード ページを定義します。
– 開始列

Copybook では、多くの場合、行番号で各行が開始されます。このパラメータは、Copybook ファイル定義を解析
する場合、パーサがどの列から開始するかを定義します。

– 値： ゼロベースの包含的なインデックス。ただし、「通常」の排他的な 1 ベース インデックスと見なすことがで
きます。
デフォルト： 6
例： この値に 6 を設定した場合、パーサは、行の最初の 6 文字をスキップして、7 文字目から開始します。

– 終了列
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場合によっては、Copybook の各行の末尾にその他の参照データが含まれることがあります。その場合、パーサ
は、どの列で停止するかを知る必要があります。ファイル内の行の末尾に「余分な」データがない場合、この数値
は、ファイル内の最長行の長さより大きく設定することができます。この数値が行の長さを超えている場合、パー
サは行の末尾で停止します。
値： 排他的なゼロベース インデックス。ただし、「通常」の包含的な 1 ベース インデックスと見なすことができ
ます。
例： この値に 72 を設定した場合、パーサは、行内の 72 番目の文字を読み取った後に停止します（73 番目を読み
取りません）。

– コード ページ
コード ページは、記録されたトランザクションのエンコーディングを定義します。

NOTE

開始列、終了列、コードページの値は、［Copybook バンドル］ページでの解析に必要です。これらの値は 
に転送されません。これらの値がデフォルトの値と異なる場合は、 で変更する必要があります。

7. ［再ロード］

をクリックし、ページを再ロードして、保存されていない変更を破棄します。
8. ［ステータス］をクリックすると、バンドル内の Copybook の数がステータス（解析済み、エラー、未解析）別に表
示されます。

9. ページの上部で［保存］

をクリックし、Copybook バンドルを保存します。

Copybook のインポート

［Copybook バンドル］ページでは、既存の Copybook をインポートして、レコーディングに使用できます。

以下の手順に従います。

1. ポータルで、既存の Copybook バンドルを開くか、［作成］-［Copybook バンドル］をクリックします。
2. ［Copybook バンドル］タブが表示されます。
3. ［Copybook］パネルで［インポート］

をクリックし、インポートする Copybook の場所を参照します。
4. ［開く］をクリックします。
選択した Copybook のコンテンツが［選択済み］パネルに表示されます。

5. ［Parse （解析）］

をクリックして、選択した Copybook を解析します。
結果が［解析結果］パネルに表示されます。
– Copybook 名の横の緑色のチェック マークは、Copybook が正常に解析されたことを示します。
– 赤い丸に X が付いている場合は、解析エラーがあることを示します。
– 黒の点線は、Copybook が解析されていないことを示します。

6. Copybook に必要な変更および修正を加えます。
7. このバンドルに追加する追加の Copybook をインポートします。
8. Copybook バンドルのマッピング ファイルをインポートまたは作成します。
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9. ページの上部で［保存］

をクリックし、Copybook バンドルを保存します。

Copybook の作成

インポートする既存の Copybook がない場合は、［Copybook バンドル］ページで作成できます。

以下の手順に従います。

1. ポータルで、［作成］-［Copybook バンドル］をクリックします。
［Copybook バンドル］タブが表示されます。

2.

［Copybook］パネルで

［追加］

  をクリックします。
3. 選択された Copybook.txt パネルでテキスト エディタを使用して、Copybook のコンテンツを入力します。
4. ページの上部で［保存］

をクリックし、Copybook バンドルを保存します。

マッピング ファイルのインポート

［Copybook バンドル］ページで、既存のマッピング ファイルをインポートできます。このファイルを 1 つまたは複数
の Copybook に関連付けることができます。

以下の手順に従います。

1. ポータルで、既存の Copybook バンドルを開くか、［作成］-［Copybook バンドル］をクリックします。
［Copybook バンドル］タブが表示されます。

2. ［マッピング ファイル］タブをクリックします。
3. ［インポート］

をクリックし、インポートするマッピング ファイルの場所を参照します。
4. ［開く］をクリックします。
マッピング ファイルのコンテンツが表示されます。

5. 必要な変更または修正を行います。
特定のフィールドまたはセクションの詳細については、「マッピング ファイルの作成」を参照してください。
［マッピング エントリ］パネルの［切り替え］

をクリックし、マッピング ファイル全体を表示します。
6. ページの上部で［保存］

をクリックし、Copybook バンドルを保存します。

マッピング ファイルの作成

インポートする既存のマッピング ファイルがない場合は、［Copybook バンドル］ページで手動で作成できます。

マッピング ファイルを作成すると、［マッピング ファイル エントリ］パネルに、エントリがマッピング ファイル
形式で表示されます。マッピング ファイル全体を表示するには、［マッピング エントリ］パネルで［切り替え］
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をクリックします。

以下の手順に従います。

1. ポータルで、［作成］-［Copybook バンドル］をクリックします。
［Copybook バンドル］タブが表示されます。

2. ［マッピング ファイル］タブをクリックします。
3. ［マッピング エントリ］パネルで［追加］

をクリックします。
4. ペイロード設定エディタで以下のフィールドに入力します。

– タイプ
ペイロードのタイプを指定します。［要求］または［応答］のいずれかを選択します。

– 名前
要求または応答のタイプを識別する一意の名前を定義します。名前は、同じタイプのペイロードのセットごとに一
意である必要があります。たとえば、同じ名前の要求と応答が存在することはできますが、同じ名前で 2 つの要求
が存在することはできません。

– 一致タイプ
［一致タイプ］属性は、「応答」タイプのペイロード定義に異なる方法で適用されます。たとえば、応答に
は引数や操作名が含まれません。「応答」のペイロードがこの属性を［引数］、［属性］、または［操作］に
設定する場合、これは何にも一致しません。これは、一致要求が、この属性をオーバーライドする［応答の定
義］を選択しない限り該当します。「応答」のペイロード定義がこの属性を［すべて］に設定すると、一致の
argument、attribute、および operation フェーズがスキップされます。
値： 以下のいずれかです。
• すべて： 次の順番で一致を試行します： 引数、属性、メタデータ、操作、ペイロード。
• メタ データ： 指定したメタ データのみの一致を試行します。
• ペイロード： 要求のボディに対して一致を試行します。
• 属性： 指定された属性に対してのみ一致を試行します。
• 操作： 操作名に対してのみ一致を試行します。
• 引数： 指定された引数に対してのみ一致を試行します。
デフォルト： ペイロード

– キー
この属性の動作は、以下のように、一致タイプによって異なります。
• ［一致タイプ］が operation または payload の場合、一致に対してこの属性の値が使用されます。
• ［一致タイプ］が argument、attribute、metaData、または all の場合、この属性の値は
argument、attribute、または metaData エントリのキーであると想定されます。

• ［一致タイプ］の値が all の場合、このキー値は、操作名またはペイロード ボディに対する一致に使用されま
せん。代わりに attribute 値が使用されます。

– 値
この属性の動作（および必須かどうか）は、以下のように一致タイプによって異なります。
• 一致タイプが［操作］または［ペイロード］の場合、この属性の値は無視され、除外することができます。
• 一致タイプが［引数］、［属性］、［メタ データ］である場合、この属性は引数、属性、またはメタ データの
エントリの値であると想定され、一致に対して必須となります。

• 一致タイプが［すべて］の場合、この属性は必須であり、引数、属性、メタデータの一致では、上記で説明し
たように動作します。ただし、操作およびペイロードの一致では、この属性の値が一致に使用されます（一致
タイプが［操作］または［ペイロード］の場合のように、［キー］属性の値が使用されるのではなく）。

– 応答の定義
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選択した場合、この要求に対する応答は、同じ名前を持った「Response」タイプのペイロード エレメントを検索
します。タイプが Response の場合、この属性は無視されます。
デフォルト： オフ。

– ヘッダ バイト数
クリックしてヘッダおよびフッタのバイトを定義します（オプション）。
• ヘッダ バイト数
ペイロードの先頭から削除するバイト数を指定します。値を指定しない場合、デフォルトは 0 になります。こ
の属性を指定する場合、値は有効な整数である必要があります。

• フッタ バイト数
ペイロードの末尾から削除するバイト数を指定します。値を指定しない場合、デフォルトは 0 になります。こ
の属性を指定する場合、値は有効な整数である必要があります。

• ヘッダ/フッタを保存
削除されるヘッダとフッタのバイト数が XML バージョンの要求で rawHeader タグおよび rawFooter タグの下
の 16 進エンコードされた文字列として保持されるかどうかを指定します。
• オン： 削除されるヘッダとフッタのバイト数が保持されます。
• オフ： 削除されるヘッダとフッタのバイト数が保持されません。
デフォルト： オフ。

5. ［セクション］パネルでは、1 つまたは複数の Copybook に関連付けるエントリのセクションをクリックします。
– ［上へ］

および［下へ］

矢印を使用して、セクションを再配置します。
– ［追加］

をクリックして、さらにセクションを追加します。
6. 選択されたセクションに関連付ける Copybook を選択します。

– ［すべての Copybook］列で右向き矢印をクリックし、選択した Copybook を［追加済みの Copybook］列に移動
します。

– Copybook をこのマッピング ファイルから削除するには、［追加済みの Copybook］列で左向き矢印をクリック
し、選択した Copybook を削除します。

7. 必要に応じて、［Copybook 設定エレメント］パネルで、Copybook の設定エレメントをさらに定義できます。
以下のフィールドに入力します。
– キー

Copybook を識別するレコードの一意の文字列を定義します。技術的には、この属性は省略可能です。ただし、
キーを指定しない場合、その Copybook はペイロードに適用される唯一のものであることを意味します。ペイロー
ドでバイトが使い果たされるまで、繰り返し適用されます。複数の Copybook エレメントにキーが存在しない場
合、max 属性が指定されない限り、常に最初のものが使用されます。

– 順番
ペイロード内でレコードが見つかる順番に関するヒントを定義します。使用される番号は無関係ですが、ペイロー
ド内の「後ろ」のレコードには、より大きな整数を使用する必要があります。複数の Copybook に同じ番号でタグ
付けすることができます。これは、それらのレコードが任意の順番になることを意味します。特定の番号でレコー
ドが見つかった場合、それ以降の検索では、その番号以上の Copybook のみ検索されます。ペイロードに一致する
ことがないグループの Copybook を含めることができます。それらは無視されます。ただし、各 Copybook を確認
する必要があるため、パフォーマンスに影響があります。
デフォルト： 0

– 最大
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Copybook をペイロードに適用できる最大回数を定義します。空白、0、負の数、数値以外、および存在しない値
はすべて「制限なし」を意味します。

– 名前
レコード名（Copybook のルート レベル）を上書きする値を定義します。
• この値を設定すると、この Copybook 用に XML に生成されたノードに、Copybook 定義のレコード名の代わり
に、この名前を使用します。

• この値を指定しない場合、デフォルトでは、Copybook 定義からレコード名を検索し、それを使用します。
• この値を Copybook 定義のレコード名に設定すると、このファイルの可読性が向上する効果のみがあります。

– 長さフィールド
次のレコード検索が正しい位置から開始されるようにペイロードを分割する方法を定義します。
この属性が存在しない場合、プロセッサは定義から Copybook の長さを決定しようとします。何らかの理由で長
さが判明しない場合、プロセッサは、ペイロードの残りがこの Copybook に該当すると仮定します。処理は、こ
の Copybook を適用した後に終了します。このフィールドが符号なしの Display 数値フィールドでない場合、プロ
セッサはこのフィールドを無視します。

8. このマッピング ファイル内の他のエントリに対して、このプロセスを繰り返します。
– ［上へ］

および［下へ］

矢印を使用して、マッピング ファイル内のエントリを再配置します。
– ［削除］

をクリックして、選択したエントリを削除します。
9. ページの上部で［保存］

をクリックし、Copybook バンドルを保存します。

保存されている Copybook バンドルの検索

Copybook バンドルを作成すると、Copybook バンドルに指定した名前でフォルダが作成されます。このフォルダは、プ
ロジェクト フォルダに存在し、個別の Copybook およびマッピング ファイルが含まれます。このバンドルを使用して記
録されたトランザクションを解析するには、 の既存の手順を使用する必要があります。Copybook データ プロトコルの
レコーティングでの使用の詳細については、「Copybook データ プロトコル」および「Copybook データ プロトコルを
使用する方法」を参照してください。

Copybook バンドルの管理
Copybook バンドルを管理するには、［管理］-［Copybook］から［Copybook］、［マッピング ファイル］、および
［ペイロード マッピング］タブにアクセスします。［Copybook］および［マッピング ファイル］タブについては、
「Copybook バンドルの作成」に記載されています。

ペイロードのマップ

［ペイロード マッピング］タブでは、Copybook が特定のペイロード ファイルをどのようにマップするかを確認できま
す。［ペイロード マッピング］タブを使用して、Copybook バンドルの問題をデバッグします。

 770



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

以下の手順に従います。

1. ポータルで、［管理］ - ［Copybook バンドル］をクリックします。
2. リストから Copybook バンドルを選択し、鉛筆アイコンをクリックして編集します。
3. ［ペイロード マッピング］タブをクリックします。
4. 青いフォルダ アイコンをクリックして、ファイルからペイロード データをインポートします。
5. ファイル システムから、ペイロード データ ファイルを選択します。
サポートされているデータ タイプは、バイト データまたは base 64 文字列（byte64 文字列にエンコードされている
バイト データ）です。

6. （オプション）［エンコーディング］リストからコード ページを選択し、ファイルのエンコーディングを変更しま
す。

7. （オプション）切り替えアイコン（2 つの水平方向の矢印）を使用して Base64 ファイルをデコードするか、または
選択した最後のデコード オプションを元に戻します。

8.

（オプション） Copybook 切り替えアイコン  を使用して、マッピング エントリによるペイロードのマッピン
グと Copybook によるマッピングを切り替えます。
［利用可能な Copybook］リストから Copybook を選択するには、Copybook の横にある矢印をクリックし、［選択
した Copybook］列に移動させます。

9.
選択された Copybook にペイロード データをマップするには、ペイロードのマップ  アイコンをクリックしま
す。

仮想サービスからのベースラインの作成
仮想サービスの作成中または作成後に、ベースラインを迅速に作成できます。
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仮想サービスと同時にベースラインを作成する

この方法はすべてのプロトコルで使用できるわけではありません。

仮想サービスと同時にベースラインを作成するには、［保存］ペインで［ベースライン テストの作成］オプションを選
択します。

NOTE
ベースライン テスト ケースは、SSL 対応の仮想サービスから生成され、local.properties ファイルで定義され
た SSL プロパティが使用されます。

既存の仮想サービスからベースラインを作成する

9.0 以降で作成された仮想サービスからベースラインを作成できます。

［ベースライン テストの作成］オプションには、 ポータルからのみアクセスできます。このオプションは、以下の 3 つ
のいずれかの方法で  ポータルから作成された仮想サービスでのみ使用可能です。

• レコーディング
• 要求/応答ペア
• 仕様

以下の方法を使用して  ポータルからベースライン テストを作成できます。

• 仮想サービスの作成中に、［保存］ステップで［ベースライン テストの作成］チェックボックスが見つかります。
• このオプションは、［アクション］リストからアクセスできる［管理］-［仮想サービス］セクションで見つかりま
す。

ベースラインを実行する場合は、必ず、［オプションを指定して実行］を選択してください。次に、設定ファイル内
の WSSERVER および WSPORT の値が正しく設定されていることを確認します。WSSERVER のデフォルト値が
CHANGE_ME の場合があります。

以下の手順に従います。

1. ポータルのホーム ページに移動します。
2. 左側のナビゲーション メニューで［管理］-［仮想サービス］を選択します。
3. テーブル内で仮想サービスを選択します。
4. ［アクション］列の［オプション］ボタンをクリックし、［ベースライン テストの作成］を選択します。

仮想サービス メトリックのレポート
仮想サービス メトリックのレポートの内容は、仮想サービスおよび対応する仮想サービス環境に関する情報です。レ
ポートを検索、表示、管理、共有でき、PDF や CSV ファイルにエクスポートすることもできます。また、複数の仮想
サービスおよび対応する仮想サービス環境に関する情報が含まれている複数の仮想サービス メトリックのレポートを見
つけることもできます。

利用可能な生成済みレポートを選択すると、選択したレポートの右側にフィルタ ペインが表示されます。フィルタを定
義することで、表示されるレポートの内容を絞り込むことができます。
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• 時間範囲： グラフに反映させる必要があるメトリックの特定の期間を、利用可能な時間範囲から選択します。また、
［開始］および［終了］フィールドに表示される日付を指定することで、時間範囲をカスタマイズすることもできま
す。

• 自動リフレッシュ： 期間を指定することでメトリックを自動リフレッシュする必要がある場合は、このチェックボッ
クスを選択します。このチェックボックスは、デフォルトでオフになっています。

• 仮想サービス環境リスト： 仮想サービス環境を選択または検索します。対応するすべての仮想サービスを検出できる
ようになります。

• 仮想サービス リスト： 検索ボックスにテキストを入力することで、特定の仮想サービスを簡単に検索できます。
• すべて選択： 特定の VSE 内のすべての仮想サービスを選択または選択解除できます。デフォルトでは、最初の仮想
サービスが選択され、メトリックがグラフで表示されます。

NOTE

［すべて選択］チェック ボックスの機能は、以下のレポートにのみ適用できます。

• 複数の仮想サービスの応答時間
• 複数の仮想サービス トランザクション数/秒
• 複数の仮想サービス トランザクションのヒット数およびミス数
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フィルタ ペインの［レポートを取得］をクリックすると、フィルタ ペインで設定したパラメータに応じてグラフにデー
タが読み込まれます。

以下のレポートを使用できます。

日次トランザクション数

［日次トランザクション数］レポートには、選択した仮想サービス環境内の仮想サービスに対する定義した期間のトラン
ザクション数が表示されます。各仮想サービスは、グラフ内の個別のバーとして表示されます。このレポートでは、仮想
サービスによって、システムの負荷を確認することができます。

トランザクションのヒット数およびミス数

［トランザクションのヒット数およびミス数］レポートには、指定した期間に仮想サービスに対して実行されたトラン
ザクションの数が表示されます。レポートには、以下のタイプのトランザクションの合計数を示す棒グラフが表示されま
す。

• ノード ヒット数
「ノード ヒット」が発生するのは、ノードに対してメタ一致またはシグネチャ一致する応答がサービス イメージで見
つかったときです。

• 特定ヒット数
「特定ヒット」が発生するのは、要求に対応する特定トランザクションが見つかったときです。

• Misses
「ミス」が発生するのは、要求が不明であり、その要求に対するシグネチャ一致も完全一致も見つからない場合で
す。
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このレポートのデータは、単一の仮想サービスに限定されます。

対応するデータを表示または非表示にするには、レポートの下部にある凡例内の項目をクリックします。たとえば、グラ
フ内のデータを非表示にするには、［ミス数］をクリックします。データを非表示にすると、凡例の項目がグレーになり
ます。

仮想サービスの強制遅延

［仮想サービスの強制遅延］レポートは、仮想サービスの実行状況とシステム キャパシティに与える影響を判断でき
ます。レポートの負の数値は、VSE サーバの処理能力が不足していることを示します。この状況を解決するには、仮想
サービスからモデルを削除するか、別の VSE を起動する必要があります。

このレポートは、VSE 内の 1 つの仮想サービスの強制された遅延を表示します。仮想サービスが結果を送信するまでに
かかった時間（ミリ秒数）を示します。正の数は、反応時間が指定されていたため仮想サービスが意図的に結果の送信
を遅らせたことを意味しています。たとえば、反応時間が 10 ミリ秒のときに、リスンして応答する時間が 8 ミリ秒なら
ば、仮想サービスは 2 ミリ秒待ちます。負の数は、仮想サービスが結果を生成するのに要した時間が指定された反応時
間よりも長かったことを意味します。

［仮想サービスの強制遅延］レポートには、強制遅延の最大値、平均値、および最小値（ミリ秒）が線グラフの形式で
表示されます。強制遅延は定義済みのサンプリング間隔に従ってキャプチャされます。各データ サンプルは、レポート
の正方形のブロックで表されます。サンプリング間隔のデフォルト値は 5 分間隔ですが、ローカルまたはサイトのプロ
パティ ファイルの  lisa.vse.metrics.sample.interval プロパティを設定して、間隔を変更することができます。プロパ
ティの定義の詳細については、「カスタム プロパティ ファイル」を参照してください。
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対応するデータを表示または非表示にするには、レポートの下部にある凡例内の項目をクリックします。たとえば、グラ
フ内のデータ平均を非表示にするには、［平均］をクリックします。データを非表示にすると、凡例の項目がグレーにな
ります。

仮想サービスの応答時間

［仮想サービス応答時間］レポートは、特定の仮想サービスの現在の稼働状況を示します。このレポートは、さまざまな
システムの負荷またはパフォーマンス テストが、仮想サービスの応答時間にどのように影響するかを判断するために役
立ちます。

NOTE

このレポートの応答時間には、反応時間が含まれます。つまり、各応答時間には、要求の処理に必要な時間と
指定された反応時間が含まれます。

［仮想サービスの応答時間］レポートには、応答時間の最大値、平均値、および最小値（ミリ秒）が線グラフの形式で
表示されます。応答時間は定義済みのサンプリング間隔に従ってキャプチャされます。各データ サンプルは、レポート
の正方形のブロックで表されます。サンプリング間隔のデフォルト値は 5 分間隔ですが、ローカルまたはサイトのプロ
パティ ファイルの  lisa.vse.metrics.sample.interval プロパティを設定して、間隔を変更することができます。プロパ
ティの定義の詳細については、「カスタム プロパティ ファイル」を参照してください。

対応するデータを表示または非表示にするには、レポートの下部にある凡例内の項目をクリックします。たとえば、グラ
フ内のデータ平均を非表示にするには、［平均］をクリックします。データを非表示にすると、凡例の項目がグレーにな
ります。
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1 秒あたりの仮想サービス トランザクション数

［1 秒あたりの仮想サービス トランザクション数］レポートは、特定の仮想サービスの現在の稼働状況を示します。こ
のレポートは、さまざまなシステムの負荷またはパフォーマンス テストが、仮想サービスの 1 秒あたりのトランザク
ション数にどのように影響するかを判断するために役立ちます。

このレポートには、1 秒あたりのトランザクション数の最大値、平均値、および最小値が線グラフの形式で表示されま
す。1 秒あたりのトランザクション数は定義済みのサンプリング間隔に従ってキャプチャされます。各データ サンプル
は、レポートの正方形のブロックで表されます。サンプリング間隔のデフォルト値は 5 分間隔ですが、ローカルまたは
サイトのプロパティ ファイルの  lisa.vse.metrics.sample.interval プロパティを設定して、間隔を変更することができ
ます。プロパティの定義の詳細については、「カスタム プロパティ ファイル」を参照してください。

対応するデータを表示または非表示にするには、レポートの下部にある凡例内の項目をクリックします。たとえば、グラ
フ内のデータ平均を非表示にするには、［平均］をクリックします。データを非表示にすると、凡例の項目がグレーにな
ります。
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VSE サーバの可用性

［VSE サーバの可用性］レポートには、指定した期間の VSE サーバの可用性が表示されます。このレポートでは、各
サマリ期間の VSE サーバのステータス（稼働または停止）が 1 つのバーに表示されます。レポート データの右側にあ
る［絞り込み条件］ペインで日、週、または月単位でのデータの要約を選択できます。

色分けされた各バーは、VSE サーバの稼働時間とダウンタイムを要約期間（日、週、または月）に対するパーセントと
して示します。各セクションの上にポインタを移動すると、稼働時間とダウンタイムが秒単位で表示されます。いずれか
のバーをクリックすると、仮想サービスごとの追加の可用性情報が［VS の可用性］レポートに表示されます。

このレポートの 2 ページ目には、レポートの各要約期間の稼働時間とダウンタイムの秒数とパーセントが表形式で表示
されます。
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VSE ライフタイムの合計トランザクション数

［VSE ライフタイムの合計トランザクション数］レポートは、仮想サービスによるシステム リソースの消費を確認する
ために役立ちます。このレポートには、VSE が作成され、その VSE に仮想サービスが展開された時点から現在までの
VSE およびその VSE で実行されている仮想サービスのトランザクション数の履歴が表示されます。トランザクション数
には、すべての期間の特定の VSE 上の選択された仮想サービスのデータベース内のすべてのトランザクションが含まれ
ます。

レポートの左側にある最初の棒には、VSE の合計トランザクション数が表示されます。残りの棒には、その VSE 上で実
行される各仮想サービスのトランザクション数が表示されます。レポート データの右側にある［絞り込み条件］ペイン
からレポートに表示する VSE および仮想サービスを選択することができます。
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VS の可用性

［VS の可用性］レポートには、指定した期間における 1 つの VSE での仮想サービスの可用性が表示されます。この
レポートでは、各サマリ期間の仮想サービスのステータス（稼働または停止）が 1 つのバーに表示されます。要約期間
（日、週、または月）は、［VSE サーバの可用性］レポートで定義されます。

色分けされた各バーは、仮想サービスの稼働時間とダウンタイムを要約期間に対するパーセントとして示します。各セク
ションの上にポインタを移動すると、稼働時間とダウンタイムが秒単位で表示されます。このレポートの 2 ページ目に
は、レポートの各仮想サービスの稼働時間とダウンタイムの秒数とパーセントが表示されます。
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複数の仮想サービスの応答時間

［複数の仮想サービスの応答時間］レポートは、特定の仮想サービスの現在の稼働状況を示します。このレポートは、さ
まざまなシステムの負荷またはパフォーマンス テストが、複数の仮想サービスの応答時間にどのように影響するかを判
断するために役立ちます。

NOTE
このレポートの応答時間には、反応時間が含まれます。つまり、各応答時間には、要求の処理に必要な時間と
指定された反応時間が含まれます。

［複数の仮想サービスの応答時間］レポートには、応答時間の最大値、平均値、および最小値（ミリ秒）がスプライン
グラフの形式で表示されます。応答時間は定義済みのサンプリング間隔に従ってキャプチャされます。各データ サンプ
ルは、レポート上のデータ ポイントで表されます。サンプリング間隔のデフォルト値は 5 分間隔ですが、ローカルまた
はサイトのプロパティ ファイルの  lisa.vse.metrics.sample.interval プロパティを設定して、間隔を変更することがで
きます。プロパティの定義の詳細については、「カスタム プロパティ ファイル」を参照してください。

対応するデータを表示または非表示にするには、レポートの下部にある凡例内の項目をクリックします。データを非表示
にすると、凡例の項目がグレーになります。表示されるレポートには、仮想サービス環境の複数の仮想サービスの最長応
答時間が示されます。複数の仮想サービスの最小および平均応答時間に関する類似のレポートを取得できます。

NOTE
レポートを PDF にエクスポートするときにレポートのスプライン グラフにデータが明瞭に表示されるよう
に、仮想サービスの数を選択することお勧めします。
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複数の仮想サービス トランザクション数/秒

［複数の仮想サービス トランザクション数/秒］レポートは、複数の仮想サービスの現在の稼働状況を示します。このレ
ポートは、さまざまなシステムの負荷またはパフォーマンス テストが、複数の仮想サービスの 1 秒あたりのトランザク
ション数にどのように影響するかを判断するために役立ちます。

このレポートには、1 秒あたりのトランザクション数の最大値、平均値、および最小値がスプライン グラフの形式で表
示されます。1 秒あたりのトランザクション数は定義済みのサンプリング間隔に従ってキャプチャされます。各データ
サンプルは、グラフ上のデータ ポイントで表されます。サンプリング間隔のデフォルト値は 5 分間隔ですが、ローカル
またはサイトのプロパティ ファイルの lisa.vse.metrics.sample.interval プロパティを設定して、間隔を変更することがで
きます。プロパティの定義の詳細については、「カスタム プロパティ ファイル」を参照してください。

対応するデータを表示または非表示にするには、レポートの下部にある凡例内の項目をクリックします。データを非表示
にすると、凡例の項目がグレーになります。

表示されるレポートには、仮想サービス環境の複数の仮想サービスの最大トランザクション数が示されます。複数の仮想
サービスの最小および平均応答時間に関する類似のレポートを取得できます。

NOTE

レポートを PDF にエクスポートするときにレポートのスプライン グラフにデータが明瞭に表示されるよう
に、仮想サービスの数を選択することお勧めします。
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複数の仮想サービス トランザクションのヒット数およびミス数

［複数の仮想サービス トランザクションのヒット数およびミス数］レポートには、指定した期間に仮想サービスに対し
て実行されたトランザクションの数が表示されます。レポートには、以下のトランザクション タイプの合計数を示す円
グラフが表示されます。

• ノード ヒット数
「ノード ヒット」が発生するのは、ノードに対してメタ一致またはシグネチャ一致する応答がサービス イメージで見
つかったときです。

• 特定ヒット数
「特定ヒット」が発生するのは、要求に対応する特定トランザクションが見つかったときです。

• Misses
「ミス」が発生するのは、要求が不明であり、その要求に対するシグネチャ一致も完全一致も見つからない場合で
す。

対応するデータを表示または非表示にするには、レポートの下部にある凡例内の項目をクリックします。データを非表示
にすると、凡例の項目がグレーになります。
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レポートの表示および操作の詳細については、「レポートの表示および操作」を参照してください。

NOTE

詳細情報：

• レポートの表示および操作
• 実行レポートのテスト
• パフォーマンス レポートのテスト
• CAI トップ N およびメトリック レポート
• ユーザ アクティビティ レポートの表示

Service Virtualization での DevTest ワークステーションの使用
 ポータルは、 製品で最もよく使用されるワークフローへのアクセスを簡単にする Web ベースのアプリケーションで
す。 は上級ユーザ向けのメイン アプリケーションであり、 製品の内部で使用できるすべての機能が含まれています。

このセクションには、以下のページがあります。

サービス イメージの作成
仮想サービス イメージ レコーダはサービス イメージを生成します。サービス イメージは、ユーザが記録したもの（記
録された RAW トラフィックの操作または変更されたバージョン）のように振る舞います。

このセクションには、以下のページがあります。
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サービス イメージを開く

仮想サービス イメージ レコーダはサービス イメージを生成します。サービス イメージは、ユーザが記録したもの（記
録された RAW トラフィックの操作または変更されたバージョン）のように振る舞います。

NOTE
6.0 より前の VSE リリースのサービス イメージが存在する場合は、それらのサービス イメージをエクスポー
トします。エクスポートを行うことにより、それらが以前のバージョンのデータベースから、現在のリリース
で格納されるファイル システムに移動します。詳細については、「レガシー サービス イメージ」を参照して
ください。

サービス イメージを開くと、サービス イメージ エディタでイメージを変更できます。

以下の手順に従います。

1. プロジェクト パネルでサービス イメージを右クリックし、［開く］を選択します。
サービス イメージ エディタが開きます。

2. 選択したサービス イメージを確認し、必要な変更を行います。

サービス イメージの組み合わせ

既存のサービス イメージにより多くの機能を追加する場合、サービス イメージを組み合わせると役立ちます。

以下の手順に従います。

1. プロジェクト パネルでサービス イメージを右クリックし、［組み合わせ］を選択します。
［サービス イメージの組み合わせ］ダイアログ ボックスが表示されます。

2. 元のイメージ（ターゲット）に組み合わせる 1 つ以上のサービス イメージを選択します。
3. 一致するターゲット データにあるサービス イメージを置換するには、［ソース イメージを優先］チェック ボックス
をオンにします。
サービス イメージを組み合わせると、各ソース サービス イメージのステートレス トランザクション（メタ レベル）
とターゲット サービス イメージのトランザクションが比較されます。一致するものについては、ソースの特定のト
ランザクションがターゲットのトランザクションと比較されます。一致が見つからない場合は、ソース トランザク
ションがターゲット イメージに追加されます。一致する場合、トランザクションをマージする必要があります。
ソース データ（応答ボディなど）を、一致するターゲット トランザクションのものと置換するよう選択できます。
また、ターゲット データをそのまま残すことができます。

NOTE

会話を組み合わせるプロセスも同様です。各ソース サービス イメージの各会話については、そのスタータ ト
ランザクションがターゲットの会話の各スタータと比較されます。スタータが一致しない場合、ターゲット イ
メージに新しい会話が作成されます。一致する場合、ステートレス リストの同じプロセスが、ソースの会話ツ
リーの各メタ ノードに適用されます。このプロセスは、新しいトランザクションを追加し、必要に応じて一致
するトランザクションをマージします。

一致するトランザクションを上書き

［一致するトランザクションを上書き］機能を使用して、2 つの VSI を組み合わせる際に一致するトランザクションを
上書きできます。［一致するトランザクションを上書き］チェックボックスを有効/無効にすることで、この機能を利用
できます。この機能は、ソースの特定のトランザクションに一致する場合にターゲット ファイルの特定の応答を上書き
する場合に役立ちます。ターゲット ファイルで置き換えられた特定の情報と共に、他のソース固有の情報が［ソース イ
メージを優先］でターゲット VSI に追加されます。

 785



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

NOTE
イメージを組み合わせる前に、ソースとターゲット VSI の両方で、［一致するトランザクションを上書き］が
オンになっている必要があります。

例： マージする必要がある 2 つの VSI、original.vsi と new_file_to_be_added.vsi：

両方のイメージに一般的なトランザクションが 1 つのみ含まれていることを考慮します。

1. original.vsi - トランザクション ID が 100 の特定のトランザクションが 1 つのみ。
2. new_file_to_be_added.vsi - 4 つの特定のトランザクションが 400、441、442、443 の順である。

2 つのイメージを original.vsi をターゲットとしてマージすると、トランザクション ID 100 の特定の応答は 400 に置き換
えられます。トランザクション 441、442、443 はターゲット ファイルにコピーされます。

サービス イメージの削除

でサービス イメージを削除できます。

以下の手順に従います。

1. プロジェクト パネルでサービス イメージを右クリックし、［削除］を選択します。
確認ダイアログ ボックスで、選択したサービス イメージを削除するかどうかの確認を求められます。

2. ［OK］をクリックします。
選択したサービス イメージが、プロジェクトから永久に削除されます。

NOTE
サービス イメージは一時的なものと考えて、未使用または古いサービス イメージを削除することをお勧め
します。

サービス イメージの作成

サービス イメージを作成する方法：

1. プロジェクト パネルで、［VirtualServices］-［Images］を右クリックします。
2. ［新規 VS イメージの作成］を選択します。

RAW トラフィックのインポート

RAW トラフィックは、VSE サービス イメージ レコーダによってのみインポートできます。

以下の手順に従います。

1. サービス イメージを作成し、［仮想サービス イメージ レコーダ］を選択します。
2. RAW トラフィック ファイル名を入力するか、またはファイル ブラウザから選択します。
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3. 以前に保存されたレコーディング セッションからサービス イメージのパラメータをロードするには、パネルの下部
の隅の青いフォルダをクリックします。
パラメータのロードに使用する .vrs ファイルを参照するよう促されます。

4. 通常のレコーディング プロセスを続行するには、トランスポート プロトコルを選択します。
レコーディング プロセスを開始すると、VSE は新しいサービス イメージに RAW トラフィックをインポートしま
す。

NOTE

詳細情報：

• サービス イメージの新規作成
• WSDL からのサービス イメージの作成
• 要求/応答ペアからのサービス イメージの作成
• PCAP からのサービス イメージの作成
• VSM の使用
• データ プロトコルの使用
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サービス イメージの新規作成

サービス イメージを新規作成する方法（手動）：

1. プロジェクト パネルで［VirtualServices］を右クリックし、［新規 VS イメージの作成］-［新規に作成］を選択し
ます。

2. 識別情報とプロトコル情報を入力し、［OK］をクリックします。
［サービス イメージ エディタ］ウィンドウが表示されます。

3. 新しいサービス イメージの固有のパラメータと情報を入力します。

WSDL からのサービス イメージの作成

以下の方法で、WSDL ドキュメントから仮想 Web サービス イメージを生成できます。

［クイック スタート］メニューから

この手順では、UI を使用して、WSDL ドキュメントから仮想サービス イメージを作成する方法について説明します。

以下の手順に従います。

1. ［クイック スタート］メニューから［WSDL を使用した SI の作成］を選択します。
2. ［接続］タブで、WSDL の名前を入力します。
［ユーティリティ］

をクリックして、お使いのシステムで WSDL を検索します。
WSDL 名を入力した後、［サービス］および［ポート］フィールドに入力します。［操作］タブに、関連する操作が
リスト表示されています。［すべて］または［なし］を選択するか、チェック ボックスを使用して、テストする特定
の操作を選択します。

3. ウィンドウの下部の［保存先］フィールドに、作成するサービス イメージの名前を入力します。
デフォルトのサービス イメージ名がすでに使用されている場合は、警告アイコンが表示されます。

4. ウィンドウの下部の緑の矢印

をクリックします。
サービス イメージ エディタが開き、サービス イメージが表示されます。

［新規 VS イメージの作成］から

この手順では、新規 VS イメージ オプションを使用して、WSDL ドキュメントから仮想サービス イメージを作成する方
法について説明します。

以下の手順に従います。

1. プロジェクト パネルで［VirtualServices］-［Images］を右クリックし、［新規 VS イメージの作成］-［WSDL か
ら作成］を選択します。
［WSDL からの仮想サービス］ウィンドウが表示されます。

2. サービス イメージ名および VS モデル ファイルの名前を入力します。
3. このウィンドウの残りのフィールドについては、デフォルト値を使用します。
以前に保存したサービス イメージからパラメータをロードするには、ウィンドウの下部の［ファイルからロード］

をクリックします。
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4. ［Next］をクリックします。
［接続］タブが表示されます。

5. ウィンドウの下部の［リスン ポート］フィールドに、仮想サービスがリスンするポート番号を入力します。
6. ［WSDL URL］フィールドに、仮想化する WSDL を追加します。
このエントリは、ローカル ファイルまたは URL にすることができます。

7. ［サービス］フィールドで、仮想化する必要がある WSDL 内のサービスを選択します。
通常、1 つのみ選択できます。

8. 仮想化するサービス内の操作を選択します。
デフォルトでは、すべての操作が選択されます。

9. ［Next］をクリックします。
要求/応答側データ プロトコル オプションが開きます。

10.［Web サービス（SOAP）］を選択します。
［要求側データ プロトコル］リストは、［Web サービス（SOAP）］および［XML］データ プロトコル ハンドラで
あらかじめ入力されています。［応答側データ プロトコル］リストは、［区切りテキスト データ プロトコル］で自
動的に入力されます。

11.［Next］をクリックします。
12.区切りテキスト データ プロトコルを設定する方法の詳細については、「区切りテキスト データ プロトコル」を参照
してください。区切りテキスト データ プロトコルを設定した場合、［次へ］をクリックします。
次のウィンドウで、サービス イメージが生成され、ウィザードが完了します。

13.［Finish］をクリックします。
このレコーディングに関する設定を保存して別のサービス イメージ レコーディングにロードするには、［終了］ボ
タンの上の［保存］

をクリックします。
この手順で、空の仮想サービス モデルが生成されます。

14.仮想サービス モデルを保存します。
生成されたサービス イメージはスタブ サービスです。このサービス イメージは正しく整形された応答を返します
が、値はデフォルト値です。
保存されたサービス モデル（VSM）は、仮想サービス環境に展開されるモデルです。

WADL からのサービス イメージの作成

この手順では、WADL （Web Application Description Language）から仮想サービス イメージを作成する方法について説
明します。

以下の手順に従います。

1. 以下のいずれかのオプションを実行します。
– プロジェクト パネルで［VirtualServices］を右クリックし、［新規 VS イメージの作成］-［From WADL］を選
択します。

– ［ファイル］メニューから［新規］-［VS イメージ］-［From WADL］を選択します。
［Virtual Service From WADL］ウィンドウが表示されます。

2. サービス イメージ名および VS モデル ファイルの名前を入力します。
以前に保存したサービス イメージからパラメータをロードするには、ウィンドウの下部の［ファイルからロード］

をクリックします。
フィールド説明の詳細については、「［基本］タブ」を参照してください。

3. ［Next］をクリックします。
4. ウィンドウの下部にある［リスン ポート］フィールドに、仮想サービスがリスンするポート番号を入力します。
5. ［WADL URL］フィールドに、仮想化する WADL を追加します。
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このエントリは、ファイル システム上の WADL ファイルまたは URL にすることができます。
6. ［WADL キャッシュのリフレッシュ］

をクリックします。
7. ［エンドポイント］フィールドで、仮想化する必要がある、WADL 内のエンドポイントを選択します。

NOTE
通常、1 つのみ選択できます。

8. ［メソッド］ペインで、仮想化する、エンドポイント内のメソッドを選択します。
デフォルトでは、すべてのメソッドが選択されます。必要に応じて、［すべて選択］または［Select None］をク
リックできます。

9. ［Next］をクリックします。
10.必要に応じて、その他のデータ プロトコル ハンドラを追加するか、またはチェーンします。デフォルトでは、REST
データ プロトコル ハンドラが選択されます。

11.［Next］をクリックします。
次のウィンドウで、サービス イメージが生成され、ウィザードが完了します。

12.［Finish］をクリックします。
このレコーディングに関する設定を保存して別のサービス イメージ レコーディングにロードするには、［終了］ボ
タンの上の［保存］

をクリックします。

NOTE
パラメータ lisa.vse.rest.max.optionalqueryparams は、WADL ファイルにおいて 1 つのメソッドで処理する、
オプションのクエリ パラメータの最大数を指定します。デフォルトは 5 です。6 番目以降のオプション パラ
メータは、すべて無視されます。値を 6 以上に変更しないことをお勧めします。値を 6 以上に変更すると、6
番目以降のオプション パラメータによって生成される応答の数が、急激に増加する可能性があります。

RAML からのサービス イメージの作成

この手順では、RAML（RESTful API Modeling Language）から仮想サービス イメージを作成する方法について説明しま
す。RAML を使用した仮想サービスの作成は、DevTest ワークステーションでのみサポートされています。

NOTE

DevTest Solutions では、RAML 0.8 および 1.0 の仕様をサポートしています。

RAML では、Schema プロパティと Example プロパティの組み合わせを使用して、メッセージ ボディを定義できま
す。Example プロパティは、 のトランザクション ボディに使用されます。メッセージ ボディには Example プロパティ
を必ず指定します。指定しない場合、Schema プロパティが代わりに使用されます。

WARNING
Schema プロパティは、まったく解釈されず、 内のトランザクション ボディに指定されたとおりに表示されま
す。

以下の手順に従います。

1. 以下のいずれかのオプションを実行します。
– プロジェクト パネルで［VirtualServices］を右クリックし、［新規 VS イメージの作成］-［From RADL］を選
択します。

– ［ファイル］メニューから［新規］-［VS イメージ］-［From RADL］を選択します。
［Virtual Service From RAML］ウィンドウが表示されます。

2. サービス イメージ名および VS モデル ファイルの名前を入力します。
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NOTE

以前に保存したサービス イメージからパラメータをロードするには、ウィンドウの下部の［ファイルから
ロード］

をクリックします。

フィールド説明の詳細については、「［基本］タブ」を参照してください。
3. ［Next］をクリックします。
4. ウィンドウの下部にある［リスン ポート］フィールドに、仮想サービスがリスンするポート番号を入力します。
5. ［RAML URL］フィールドに、仮想化する Web サービスの RAML を追加します。
ドロップダウン リストから RAML を選択するか、または［参照］をクリックしてファイル システムから RAML を見
つけることもできます。
このエントリは、ファイル システム上の RADL ファイルまたは URL にすることができます。

6. ［RAML キャッシュのリフレッシュ］

をクリックします。
が RAML を解析し、［エンドポイント］フィールドおよび［メソッド］ペインにデータを入力します。

NOTE
が RAML の解析に失敗すると、警告アイコンが［エンドポイント］フィールドの後に表示されます。エ
ラー メッセージを表示するには、警告アイコンをクリックします。

7. ［メソッド］ペインで、仮想化するメソッドを選択します。
デフォルトでは、すべてのメソッドが選択されます。必要に応じて、［すべて選択］または［Select None］をク
リックできます。少なくとも 1 つのメソッドが必要です。

8. ［Next］をクリックします。
9. 必要に応じて、その他のデータ プロトコル ハンドラを追加するか、またはチェーンします。デフォルトでは、REST
データ プロトコル ハンドラが選択されます。

10.［Next］をクリックします。
次のウィンドウで、サービス イメージが生成され、ウィザードが完了します。

11.［Finish］をクリックします。
このレコーディングに関する設定を保存して別のサービス イメージ レコーディングにロードするには、［終了］ボ
タンの上の［保存］

をクリックします。

WARNING

RAML ファイルの include ##で参照されている任意の外部ファイルが RAML ファイルの相対パスに存在する場
合にのみ、その解析をサポートします。

例

1. RAML ファイルが C://%LISA_HOME%/Data/test.raml に存在し、以下のように、その include タグ内にある
外部ファイル external.yaml を参照している場合

traits: !include external.yaml

external.yaml ファイルは、C://%LISA_HOME%/Data/external.yaml に存在する必要があります。

2. RAML ファイルが C://%LISA_HOME%/Data/test.raml に存在し、以下のように、その include タグ内のパス
dependencies/external.yaml にある外部ファイルを参照している場合

traits: !include dependencies/external.yaml
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external.yaml ファイルは、C://%LISA_HOME%/Data/dependencies/external.yaml に存在する必要がありま
す。

NOTE

パラメータ lisa.vse.rest.max.optionalqueryparams は、RAML ファイルにおいて 1 つのメソッドで処理するオ
プションのクエリ パラメータの最大数を指定します。デフォルトは 5 です。6 番目以降のオプション パラメー
タは、すべて無視されます。値を 6 以上に変更しないことをお勧めします。値を 6 以上に変更すると、6 番目
以降のオプション パラメータによって生成される応答の数が、急激に増加する可能性があります。

Swagger （OpenAPI）からのサービス イメージの作成

この手順では、Swagger （OpenAPI） 2.0 または 3.0 ドキュメントから仮想サービス イメージを作成する方法について
説明します。

NOTE

Swagger 2.0 と同じ機能を使用して、OpenAPI 3.0 ドキュメントから仮想サービスを作成できます。OpenAPI
3.0 の一部として追加された新機能はサポートされません。

Swagger ドキュメントは、内部および外部参照を含むことができます。外部参照を含める場合は、 が外部参照にアクセ
スできる必要があります。

この機能は、Forward Cars のデモ アプリケーションでテストできます。Forward Cars にはインベントリ サービスを記
述する Swagger 2.0 ドキュメントが含まれています。ドキュメントは以下の URL で入手できます。

http://localhost:3500/cars-inventory/swagger.json

Forward Cars が別のコンピュータで実行されている場合は、localhost を他のコンピュータのホスト名または IP アドレ
スに置き換えます。

Swagger ドキュメントは、examples プロジェクトの Data フォルダでも利用できます。ファイル名は cars-inventory-
swagger.json です。

以下の手順に従います。

1. 以下のいずれかのオプションを実行します。
– ［プロジェクト］パネルで［VirtualServices］を右クリックし、［新規 VS イメージの作成］-［Swagger 仕様か
ら作成］を選択します。

– ［ファイル］メニューから［新規］-［VS イメージ］-［Swagger 仕様から作成］を選択します。
［Swagger 仕様からの仮想サービス］ウィンドウが表示されます。

2. サービス イメージ名および VS モデル ファイルの名前を入力します。

NOTE

以前に保存したサービス イメージからパラメータをロードするには、ウィンドウの下部の［ファイルから
ロード］をクリックします。

3. フィールド説明の詳細については、「［基本］タブ」を参照してください。

TIP

［基本］タブで、重複するトランザクションをチェックするかどうかを指定できます。［特定トランザク
ションの重複を許可］チェックボックスは、別の応答を選択して、DevTest が複数回同じコールに応答で
きるかどうかを指定します。このチェック ボックスをオンにすると、ラウンド ロビン一致のみが発生しま
す。

4. ［Next］をクリックします。
5. ウィンドウの下部にある［リスン ポート］フィールドに、仮想サービスがリスンするポート番号を入力します。
6. ［URL］フィールドで、URL を入力するか、ドキュメントを含むファイルを参照します。
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7. ［Swagger キャッシュのリフレッシュ］

をクリックします。
Swagger の解析に成功すると、［エンドポイント］フィールドと［メソッド］ペインには、Swagger ドキュメント
の情報が読み込まれます。［エンドポイント］フィールドは変更できません。

8. ［メソッド］ペインで、仮想化する、エンドポイント内のメソッドを選択します。
デフォルトでは、すべてのメソッドが選択されます。必要に応じて、［すべて選択］または［Select None］をク
リックできます。

9. （オプション）要求と応答の MIME タイプを変更します。
10.［Next］をクリックします。
11.必要に応じて、この仮想サービス イメージに対して Swagger ドキュメントから他のデータ プロトコルを追加する
か、またはチェーンします。デフォルトでは、REST データ プロトコルが選択されます。

12.［Next］をクリックします。
次のウィンドウで、サービス イメージが生成され、ウィザードが完了します。

13.［Finish］をクリックします。
このレコーディングに関する設定を保存して別のサービス イメージ レコーディングにロードするには、［終了］ボ
タンの上にある［保存］

をクリックします。

NOTE

パラメータ lisa.vse.rest.max.optionalqueryparams は、Swagger ドキュメントにおいて 1 つのメソッドで処
理する、オプションのクエリ パラメータの最大数を指定します。デフォルトは 5 です。6 番目以降のオプ
ション パラメータは、すべて無視されます。値を 6 以上に変更しないことをお勧めします。値を 6 以上に
変更すると、6 番目以降のオプション パラメータによって生成される応答の数が、急激に増加する可能性が
あります。

TIP

解析される Swagger ドキュメントに示されている必須フラグの値に関わらず、すべてのクエリ引数および
要求ヘッダ値が生成される仮想サービスに含まれます。

たとえば、Swagger ドキュメントの以下のスニペット。

{

"name": "patentDocId",

"in": "query",

"description": "patent id to filter the results (eg. 05569676)",

"required": "false",

"type": "string",

},

クエリ引数 patentDocId は、false に等しい必須フラグを持ちます。そのような状況に関係なく、指定され
たクエリ引数は引数として生成される仮想サービスに含まれます。

すべてのクエリ引数が仮想サービスに含められます。含めたくない任意のクエリ引数を削除するには、仮想
サービスを編集する必要があります。

TIP

以下の例
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schema:{
example:{
}
}
はサポートされていません。
サポートされている形式は次のとおりです。
schema:{
}
examples:{
<mime type>:{
}
}

NOTE

詳細情報：

• チュートリアル 6： Swagger からの仮想サービス

Layer 7 からのサービス イメージの作成

［Layer7 からの仮想サービス］オプションでは、Layer 7 から仮想サービス イメージを生成します。

前提条件

1. Layer 7 サポート Web サイトから Layer 7 Command-line Migration Tool のバージョン 2.4 または 2.5 をダウンロード
します。
バージョン 2.4 は、API Gateway 8.0、8.1、8.2 と互換性があります。
バージョン 2.5 は、API Gateway 8.0、8.1、8.2、および 8.3 と互換性があります。

2. JAR ファイルを解凍します。

NOTE
JAR ファイルには、以下の手順のステップ 3 に必要な cmt2.jar ファイルが含まれています。このファイル
は、任意の場所に配置できます。

3. JAVA_HOME を JDK 1.7 のバージョンに設定します。

以下の手順に従います。

1. 以下のいずれかの操作を実行します。
– ［ファイル］-［新規］-［VS イメージ］-［Layer7 から作成］を選択します。
– プロジェクトのルート ノードを右クリックし、［新規 VS イメージの作成］-［Layer7 から作成］を選択します。
– Virtual Services Images フォルダを右クリックし、［新規 VS イメージの作成］-［Layer7］を選択します。
［Layer7 からの仮想サービス］ウィンドウが表示されます。

2. ［Layer7 接続情報］フィールドに入力します。
3. フォルダ アイコンをクリックして、cmt2.jar ファイルを見つけ、［Layer7 サービスを取得］をクリックします。
［Layer7 サービス］タブに使用可能なサービスが表示されます。

4. サービスを選択して、［次へ］をクリックします。
5. サービス イメージ名および VS モデル ファイルの名前を入力します。
このウィンドウの残りのフィールドについては、デフォルト値を使用します。

NOTE

以前に保存したサービス イメージからパラメータをロードするには、ウィンドウの下部の［ファイルから
ロード］をクリックします。

6. ［Next］をクリックします。
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［接続］タブが表示されます。
7. 仮想化するサービス内の操作を選択します。
デフォルトでは、すべての操作が選択されます。

8. ［Next］をクリックします。
要求/応答側データ プロトコル オプションが開きます。

9. ［Web サービス（SOAP）］を選択します。
［要求側データ プロトコル］リストは、［Web サービス（SOAP）］および［XML データ プロトコル］データ プロ
トコル ハンドラであらかじめ入力されています。［応答側データ プロトコル］リストは、［区切りテキスト データ
プロトコル］で自動的に入力されます。

10.［Next］をクリックします。
11.区切りテキスト データ プロトコルを設定する方法の詳細については、「区切りテキスト データ プロトコル」を参照
してください。設定したら、［次へ］をクリックします。
次のウィンドウで、サービス イメージが生成され、ウィザードが完了します。

12.［Finish］をクリックします。

NOTE

このレコーディングに対する設定を保存して別のサービス イメージ レコーディングにロードするに
は、［終了］ボタンの上にある［保存］をクリックします。

この手順で、空の仮想サービス モデルが生成されます。
13.仮想サービス モデルを保存します。
生成されたサービス イメージはスタブ サービスです。このサービス イメージは正しく整形された応答を返します
が、値はデフォルト値です。
保存されたサービス モデル（VSM）は、仮想サービス環境に展開されるモデルです。

要求/応答ペアからのサービス イメージの作成

以下の方法で、要求/応答ペアから仮想サービス イメージを生成できます。

• UI から
• コマンド ラインから

要求/応答ペアからのメタデータをカスタマイズするためにサイドカー ファイルを使用できます。

UI での要求/応答ペアからのサービス イメージの作成

この手順では、UI を使用して、要求/応答ペアから仮想サービス イメージを作成する方法について説明します。

以下の手順に従います。

1. ［VirtualServices］-［Images］を右クリックし、［新規 VS イメージの作成］-［要求/応答ペアから作成］を選択
します。
［要求/応答ペアからの仮想サービス］ページが表示されます。

2. サービス イメージ名および VS モデル ファイルの名前を入力します。
3. このウィンドウの残りのフィールドについては、デフォルト値を使用し、［次へ］をクリックします。

NOTE

以前に保存したサービス イメージからパラメータをロードするには、ウィンドウの下部の［ファイルから
ロード］をクリックします。

4. ファイル システムで、要求/応答ペアが含まれるディレクトリを参照します。
指定したディレクトリに各要求/応答ペアのトランザクションが生成されます。HTTP/S の場合は、ファイルに SOAP
エンベロープおよびヘッダ全体が含まれる必要があります。

5. 次の情報を指定します。
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– トランスポート プロトコル
– 適切なエンコーディング
– バイナリ要求/応答ペアを使用するかどうか

6. ［設定］をクリックします。
選択したトランスポート プロトコル用の設定ウィンドウが表示されます。

7. 要求に関する設定情報を入力し、［終了］をクリックします。
［要求/応答ペアからの仮想サービス］ウィンドウが開きます。

8. もう一度［設定］をクリックし、入力した値を保持します。
別のプロトコルを選択すると、そのプロトコルが表示されます。その設定情報を入力できます。

9. ［Next］をクリックします。
［データ プロトコル］パネルが開きます。このパネルでは要求/応答ペアが分析されており、要求/応答に対する適切
なデータ プロトコルがデフォルトに設定されています。

10.変更を行うか、またはデータ プロトコルを追加して、［次へ］をクリックします。
トークン識別および会話の仮想サービス要求/応答ペアが表示されます。要求/応答ペアからは、ステートレス トラン
ザクションのみがサポートされています。

11.［Next］をクリックします。

NOTE

このレコーディングに関する設定を保存して別のサービス イメー
ジ レコーディングにロードするには、［終了］ボタンの上の［保存］

をクリックします。

VS イメージの処理が完了した後、サービス イメージと仮想サービス モデルを開くことができます。

コマンド ラインでの要求-応答ペアからのサービス イメージの作成

UI を使用して要求/応答ペアからサービス イメージを作成するほかに、ServiceImageManager コマンド ラインを使用し
てイメージを作成できます。

以下の手順に従います。

1. UI でサービス イメージを作成します。
2. イメージが作成された後、［終了］ボタンの上の［保

存］
をクリックし、［終了］をクリックします。
設定は、.vrs 拡張子を持つファイルに保存されます。

3. LISA_HOME\bin ディレクトリに移動して、以下のコマンドを入力します。

ServiceImageManager --vrs=recording-session-file --vsi-file=vsi-file --vsm_file=vsm-
file --record 

– recording-session-file
上記で作成した .vrs ファイルのパスを定義します。

– vsi-file
作成されるサービス イメージ ファイルを定義します。

– vsm_file
作成される仮想サービス モデル ファイルを定義します。

 

 796



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

PCAP からのサービス イメージの作成

Wireshark などのパケット キャプチャ ソフトウェアを使用してトラフィックのログを作成すると、VSE は、それらのロ
グを使用して、パケット キャプチャ ファイル（PCAP）から仮想サービス イメージを作成できます。

前提条件

1. オペレーティング システムの PCAP のサポートを提供するネイティブ ライブラリ
a. Windows の場合、WinPcap （https://www.winpcap.org/）を使用します。
b. Mac OS、Linux、および UNIX システムの場合、libpcap ライブラリ（https://www.tcpdump.org/）を使用しま
す。これは、Mac OS とほとんどの Linux および UNIX ディストリビューション上では、デフォルトでインストー
ルされます。

2. JnetPcap （http://jnetpcap.com/） - ネイティブ PCAP ライブラリとやりとりする Java ラッパー。http://
jnetpcap.com/download から、お使いのオペレーティング システム用の適切なバイナリ パッケージをダウンロードし
ます。

3. バイナリ パッケージから jnetpcap.jar を LISA_HOME\lib ディレクトリに追加し、jnetpcap ネイティブ ライブラリ
を LISA_HOME\bin ディレクトリに追加します。
ネイティブ ライブラリは、オペレーティング システムによって異なります。Windows の場合は、jnetpcap.dll です。
これで、PCAP 機能が設定されます。

4. を（実行中の場合）再起動して、設定変更を反映します。

以下の手順に従います。

1. ［VirtualServices］-［Images］フォルダを右クリックし、［新規 VS イメージの作成］-［PCAP から］を選択しま
す。
サービス イメージ名および仮想サービス モデル ファイルの名前を入力します。
このウィンドウの残りのフィールドについては、デフォルト値を使用します。

NOTE

以前に保存したサービス イメージからパラメータをロードするには、ウィンドウの下部の［ファイルから
ロード］をクリックします。

2. （オプション）この仮想サービスに関するドキュメントを追加するには、［メモ］タブをクリックします。
3. ［Next］をクリックします。
データ プロトコル ウィンドウが開きます。

4. ［Next］をクリックします。
5. 入力に使用するパケット キャプチャ ファイルを選択するには、ファイル名を入力するか、またはファイル システム
を参照します。

6. トランスポート プロトコルとして HTTP/S を選択し、［設定］をクリックします。
［PCAP トランスポート プロトコル設定からの仮想サービス］ウィンドウが開きます。

7. 以下の設定オプションを入力します。
– リスン/記録ポート
クライアントが  と通信するポートを定義します。

– ターゲット ホスト
サーバが実行されているターゲット ホストの名前または IP アドレスを定義します。

– ターゲット ポート
サーバがリスンするターゲット ポート番号を定義します。プロキシ パススルー スタイルを選択する場合は、この
フィールドを空白のままにします。
デフォルト： 80 （HTTP）および 443 （HTTPS）

NOTE
［ターゲット ホスト］と［ターゲット ポート］は重要です。これらによって、 がパケットを照合する
方法が決まります。［ゲートウェイ］を選択し、仮想化するサービスをホストしているサーバの IP アド
レスとポートを入力します。PCAP キャプチャがどのように実行されたかによって、キャプチャが実行
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されたサブネットのすべてのコンピュータに対するネットワーク トラフィックが発生する場合がありま
す。IP アドレスとポートを指定すると、特定の IP およびポートとの間で送受信されるすべてのパケット
に関して、データをファイルからフィルタできます。その後、それらのパケットが再構築されて有効な
TCP ストリームが形成されます。そこでは、重複が排除され、パケットが正しい順序に並べ直されるな
どの処理が行われます。この作業は、実際のレコーディング中に、オペレーティング システムの TCP ス
タックによってすべて実行されます。これらのストリームは、実際のプロトコル（HTTP）へと再生され
ます。また、プロトコルに関する限り、データは有効な TCP ストリームを介して到達します。

– レコーダ転送方式
レコーディング中に仮想サービス イメージ レコーダが動作する方法を指定します。［ゲートウェイ］を選択しま
す。

– サーバに SSL を使用
がサーバに要求を送信するために HTTPS を使用するかどうかを指定します。
• オン：  は、HTTPS （セキュア レイヤ）要求をサーバに送信します。
［サーバに SSL を使用］を選択した場合で、［クライアントに SSL を使用］を選択しない場合には、 はレ
コーディングに HTTP 接続を使用します。その後、 は HTTPS を使用して、サーバにそれらの要求を送信しま
す。

• オフ：  は HTTP 要求をサーバに送信します。
– クライアントに SSL を使用
クライアントからの SSL 要求を再生するためにカスタム キーストアを使用するかどうかを指定します。このオプ
ションは、［サーバに SSL を使用］がオンである場合のみ有効です。
値:
• オン： カスタム クライアント キーストアおよびパスフレーズを指定できます。これらのパラメータを入力した
場合、ハードコードされたデフォルトの代わりに使用されます。

• オフ： カスタム クライアント キーストアおよびパスフレーズを指定できません。
– SSL キーストア ファイル
キーストア ファイルの名前を指定します。

– キーストア パスワード
指定したキーストア ファイルに関連付けられたパスワードを指定します。

NOTE
双方向 SSL 環境で VSE を設定する方法の詳細については、「双方向 SSL 接続の仮想化」を参照してく
ださい。

– 特定トランザクションの重複を許可する (NTLM で推奨)
重複した特定のトランザクションを記録するかどうかを指定します。

8. ［終了］をクリックして、前のウィンドウに戻ります。
9. ［次へ］をクリックして、レコーディングを開始します。

レコーディングによるサービス イメージの作成

仮想サービス イメージ レコーダは、サービス イメージを生成します。サービス イメージは、ユーザによって記録され
たように振る舞います。

新しい仮想サービス イメージのレコーディングを開始する方法

1. 以下のいずれかの手順に従います。
– メイン ツールバーの［VSE レコーダ］

をクリックします。
– ［プロジェクト］パネルの VirtualServices ノードを右クリックし、［VS イメージの作成］-［レコーディングか
ら作成］を選択します。

仮想サービス イメージ レコーダが開きます。
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2. 必要に応じて、以下の仮想サービス イメージ レコーダの各タブに入力します。
– 基本
– データ プロトコル ウィンドウ
– トランスポート プロトコルによるレコーディング（仮想サービス イメージを記録する各方法の手順について説明
しています）

［基本］タブ

仮想サービス イメージ レコーダ ウィザードの最初のウィンドウにある［基本］タブでは、イメージの名前、プロトコ
ル、およびナビゲーション オプションを入力できます。

使用するプロトコルに応じて、必要なフィールドに情報を入力します。それ以降のウィンドウは、すべてプロトコルに固
有です。特定のプロトコルの詳細については、「トランスポート プロトコル」を参照してください。

［基本］タブのオプションを以下に示します。

• イメージの書き込み先
一意のサービス イメージ名を指定します。
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VSI パスは、デフォルトで  を起動したときに開いていたプロジェクトになります。別のプロジェクトに変更した場合
でも、VSI パスはデフォルトで  を起動したときに開いていたプロジェクトになります。

• インポート トラフィック
インポートする raw または会話型の XML トラフィック ファイルを指定します。そのようなファイルが存在しない場
合は、このフィールドを空白のままにできます。ファイルを指定すると、参照された XML ドキュメント内のトラン
ザクションは、前のレコーディングからのトランザクションとマージされます。

• トランスポート プロトコル
使用するトランスポート プロトコルを指定します。詳細については、「仮想サービス イメージ レコーダ - トランス
ポート プロトコル」を参照してください。

• 非識別化
レコーディング中に機密データを認識し、ランダムな値を代入します。詳細については、「データの非識別化」を参
照してください。

• すべてのトランザクションをステートレスとして処理
記録されたすべてのトランザクションをステートレスとして処理するかどうかを示します。ほとんどの場合は、この
チェック ボックスをオフにします。

• 特定トランザクションの重複を許可
が別の応答を選択して同じコールに 2 回以上応答できるかどうかを指定します。このチェック ボックスをオンにす
ると、ラウンド ロビン一致のみが発生します。このオプションは、重複した特定のトランザクションを許可しないト
ランスポート プロトコルに対しては無効です。

• デフォルト ナビゲーション
会話ツリーにおいて、特定のトランザクションに続くトランザクションを VSM が検索する場所を特定するナビゲー
ション許容差を指定します。最後（リーフ）のトランザクション以外のすべてに対するデフォルトのナビゲーション
許容差を選択します。
デフォルト： WIDE

• 最後
会話ツリーにおいて、最後（リーフ）のトランザクションに続くトランザクションを VSM が検索する場所を特定す
るナビゲーション許容差を指定します。
デフォルト： LOOSE

• エクスポート先
RAW トラフィックをログ記録するファイルのフル パスを指定します。指定した場合、トランザクションは、（実際
のレコーディング時のトランスポート プロトコルから、またはインポート プロセスから）レコーダに提供されるごと
にこのファイルに書き込まれます。レコーディング セッションは、後のインポート用にキャプチャでき、またデータ
プロトコルの詳細な設定に再利用できます。

• モデル ファイル
このサービス イメージの仮想サービス モデル ファイルのフル パスを定義します。このフィールドにファイル名を入
力すると、レコーダが VSM を自動的に生成します。モデル スタイルは、VSM を要求する場合にのみ有効です。

• VS モデル スタイル
準備ステップを含めて VSM を生成するかどうかを指定します。
値:
– フレキシブル： 準備ステップを含めます（HTTP/S プロトコルの場合は 5 ステップ モデルになります）。
– 効率重視： 準備ステップを含めません（HTTP/S プロトコルの場合は 3 ステップ モデルになります）。
デフォルト： フレキシブル

NOTE

以前に保存したサービス イメージからパラメータをロードするには、ウィンドウの下部の［ファイルから
ロード］をクリックします。

［メモ］タブでは、このサービス イメージの説明を入力できます。
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NOTE
VSE レコーダで RAW トラフィック ファイルをインポートする場合、［戻る］ボタンをクリックして最初のパ
ネルに戻ると、VSE レコーダは再度トラフィック ファイルをインポートし、2 倍の数のトランザクションを作
成します。

また、この手順を実行する場合で、最初にトラフィック ファイルを指定せずにレコーディング パネルに進み、次に最初
のパネルに戻ってトラフィック ファイルを選択した場合、再度 VSE レコーダを実行しても、トランザクションは処理さ
れません。

データ プロトコル ウィンドウ

仮想サービス イメージ レコーダ ウィザードの 2 番目のウィンドウでは、仮想サービスのデータ プロトコルに関する情
報を入力できます。

このレコーダは、以下のデータ プロトコル ハンドラを使用できます。適切なデータ プロトコルを選択することは、レ
コーダが記録する情報を分析してそれぞれの会話を識別するために役立ちます。また、これらの会話に属するトランザク
ションを識別するためにも役立ちます。これらのデータ プロトコル ハンドラを組み合わせて、互いに使用することがで
きます。

• 自動ハッシュ トランザクション ディスカバリ
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データのハッシュ コードによってメッセージを識別します。データがわずかに違うだけでハッシュ コードは異なる
ため、すべての要求を効果的に一意にすることができます。このプロトコルは、サービスに対して同じ少数の要求の
セットを実行する場合に役立ちます。

• CICS Copybook データ プロトコル
記録された要求をそれぞれのコンテナ チャンクに分割します。次に、Copybook データ プロトコルに各チャンクを送
信し、対応する XML を集約します。

• Copybook データ プロトコル
Copybook テキストを XML に変換します。

• CTG Copybook データ プロトコル
記録された要求をそれぞれのコンテナ チャンクに分割します。次に、Copybook データ プロトコルに各チャンクを送
信し、対応する XML を集約します。

• データ非識別化
レコーディング中に機密データを認識し、ランダムな値を代入します。詳細については、「データの非識別化」を参
照してください。

• 区切りテキスト データ プロトコル
区切られた文字列を XML に変換します。

• EDI X12 データ プロトコル
ANSI X12 EDI ドキュメントを要求のボディ内の XML 表現に変換します。

• ジェネリック XML ペイロード パーサ
要求および応答が XML 文字列であるかどうかを識別します。このプロトコルを使用すると、レコーダが使用する
XML メッセージ内の変数を識別できます。

• JSON データ プロトコル
JSON データを同等の XML に変換し、XML データを JSON 形式に変換します。

• 要求データ コピー
現在のインバウンド要求から現在のテスト コンテキストにデータをコピーします。

• 要求データ マネージャ
VSE 要求の記録時または再生時に、それらを操作します。

• REST データ プロトコル
REST アーキテクチャ スタイルに従う HTTP 要求を分析します。このデータ プロトコルは、URI 文字列の動的な部
分を識別します。結果は 1 セットのルールです。再生中に、VSE は、同じ操作を呼び出す HTTP 要求を仮想化する
ルールを使用します。

• スクリプタブル データ プロトコル
要求側、応答側、またはその両方にスクリプトを提供して、要求または応答を処理します。

• SWIFT データ プロトコル
SWIFT メッセージを同等の XML に変換し、XML データを SWIFT メッセージに変換します。

• Web サービス ブリッジ
サンプルの  Travel にのみ適用されます。このデータ プロトコルはこのサンプルに固有であり、一般的なケースには
役立たないため、無視できます。

• Web サービス（SOAP）
Web サービス クライアントによって使用するために適用されます。

• Web サービス（SOAP ヘッダ）
SOAP ヘッダ エレメントを要求の引数に変換します。

• WS-Security 要求
仮想化フレームワークに従って SOAP 要求を送信する前にセキュリティを解除し、送信する SOAP 応答にセキュリ
ティを適用します。

• XML データ プロトコル
XML ドキュメントを適切な要求の操作/引数タイプに変換します。

NOTE
JDBC は、データ プロトコルを許可しません。

これらのデータ プロトコルの詳細については、「データ プロトコルの使用」を参照してください。
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動的データ プロトコルの使用方法の詳細については、「ジェネリック XML ペイロード パーサ」を参照してください。

トランスポート プロトコル

使用可能なトランスポート プロトコルについては、それぞれ以下のセクションで説明しています。

Apache Kafka ######## #####

以下のページでは、Apache Kafka トランスポート プロトコルを使用するサービス イメージを記録する詳細な手順につ
いて説明します

前提条件

このアプリケーションで DevTest を使用するには、1 つ以上のファイルを DevTest で使用できるようにする必要があり
ます。詳細については、「Third-Party ファイル要件」を参照してください。

Kafka #### ####

Kafka トピック レコーダで要求および応答トピックについてリスンのトランザクションを記録します。

以下の図に示すように、レコーダは、完全にアプリケーションのメッセージ フローの外部に存在し、メッセージ トラ
フィックを「リスン」します。

メッセージ指向ミドルウェア（MOM）は、メッセージが交換されるプラットフォームです。

ライブ サービスとレコーダはどちらも、要求のトピックを相互に干渉せずにリスンします。

同様に、クライアントおよびレコーダはどちらも、応答のトピックを相互に干渉せずにリスンします。

要求チャネルは、以下の部分で構成されています。
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• チャネル名
• Kafka 受信操作
この操作は、要求トピックからメッセージを受信します。

応答チャネルは、以下の部分で構成されています。

• チャネル名
• Kafka 送信操作
この操作は、再生中に応答にメッセージを送信します。

• 相関スキーム

以下の図のように、VSE サービスは再生中に、ライブ サービスの場所を受け取ります。ライブ サービスをシャットダウ
ンし、要求の処理に干渉しないようにする必要があります。

以下の手順に従います。

1. 仮想サービス イメージ レコーダの［基本］タブで、トランスポート プロトコルを［Apache Kafka］に設定します。
サービス イメージと仮想サービス モデルを必ず設定してください。

2. ［Next］をクリックします。
プロキシ レコーダ セットアップ ページが表示されます。

3. ［プロキシ レコーダ］から［トピック レコーダ］にレコーダ タイプを変更します。
プロキシ レコーダ セットアップ ページには、基本パラメータと詳細パラメータがあります。詳細パラメータを表示
するには、エディタ上部の［PRO］をクリックします。

4. ［Consume Topic］リストおよび［Send Topic］リストでトピック アセットを選択します。アセットが作成されて
いない場合、このページから作成できます。また、このページからのアセットを編集できます。

5. （オプション）プラス（+）アイコンをクリックして、要求チャネルおよび応答チャネルを追加します。
6. （オプション）［相関スキーム: 有効］チェック ボックスをオンにして、必要なスキームを指定します。
7. ［次へ］をクリックして、レコーディング セッションを開始します。
レコーディング フィードバック ページが表示されます。
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［サマリ］タブ内のテーブルには、各要求チャネルおよび応答チャネルのリストが含まれます。各行には、チャネル
名、選択された送信先アセット、チャネルを通過したメッセージ数、およびステータスが含まれます。
ページの下部には、保留中のトランザクション数、セッション数、およびトランザクションの総数が表示されます。
リアルタイムで使用されているアセットを表示するためにランタイム モニタを使用できます。ランタイム モニタの
動作の仕組みの詳細については、「Kafka 送信/受信ステップ」を参照してください。

8. 目的のサービスを実行します。
9. サービスが完了したら、［次へ］をクリックしてレコーディングを終了します。
10.データ プロトコルを指定して、［次へ］をクリックします。
11.（オプション）レコーディング セッション ファイルを保存します。
12.［Finish］をクリックします。
サービス イメージおよび仮想サービス モデルが作成されます。

Kafka #### #######

#### #######は、メッセージング アプリケーションを記録する一般的な方法です。

プロキシ レコーディングの主要なコンポーネントは以下のとおりです。

• クライアント
• サービス
• プロキシ トピック
• ライブ トピック
• VSE レコーダ

以下の図は、 これらのコンポーネントを示しています。メッセージ指向ミドルウェア（MOM）は、メッセージが交換さ
れるプラットフォームです。
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VSE レコーダは、クライアントとサービスの間のメッセージ フローに挿入されます。各要求メッセージは、サービスに
到達する前に、レコーダを経由します。各応答メッセージは、クライアントに到達する前に、レコーダを経由します。

####は、プロキシ トピックとライブ トピックの組み合わせです。

プロキシ要求トピックとライブ要求トピックは、要求チャネルを形成します。

プロキシ応答トピックとライブ応答トピックは、応答チャネルを形成します。

以下の図は、プロキシ レコーディングの要求チャネルと応答チャネルを示しています。
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プロキシ レコーディングには、複数の要求チャネルおよび複数の応答チャネルが存在できます。

この手順で、各トピックのアセットを選択します。

以下の手順に従います。

1. 仮想サービス イメージ レコーダの［基本］タブで、トランスポート プロトコルを［Apache Kafka］に設定します。
サービス イメージと仮想サービス モデルを必ず設定してください。

2. ［Next］をクリックします。
プロキシ レコーダ セットアップ ページが表示されます。
プロキシ レコーダ セットアップ ページには、基本パラメータと詳細パラメータがあります。詳細パラメータを表示
するには、エディタ上部の［PRO］をクリックします。
各チャネルには、一意の名前を付ける必要があります。

3. （オプション）プロキシ トピックではなく、ライブ トピックで動作する仮想サービス モデルを生成するには、詳細
パラメータを表示し、VSE タイプのフィールドを［ライブ］に設定します。

4. ［プロキシ要求］、［ライブ要求］、［プロキシ応答］、および［ライブ応答］リストのアセットを選択します。ア
セットが作成されていない場合、このページから作成できます。また、このページからのアセットを編集できます。

5. （オプション）プラス（+）アイコンをクリックして、要求チャネルおよび応答チャネルを追加します。
6. （オプション）［相関スキーム: 有効］チェック ボックスをオンにして、必要なスキームを指定します。応答チャネ
ルにはそれぞれ別の相関スキームを指定できます。

7. ［次へ］をクリックして、レコーディング セッションを開始します。
レコーディング フィードバック ページが表示されます。
［サマリ］タブのテーブルには、各要求チャネルおよび応答チャネルがリスト表示されます。各行には、チャネル
名、選択された送信先アセット、チャネルを通過したメッセージ数、およびステータスが含まれます。
［送信先］列のセルをクリックして、チャネルと関連付けられているプロキシ送信先を表示できます。
ページの下部には、保留中のトランザクション数、セッション数、およびトランザクションの総数が表示されます。
エラーによってレコーディング セッションを開始できない場合、ダイアログ ボックスが表示され、プロキシ レコー
ダ セットアップ ページに戻ります。
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エラーは、レコーディング セッション中にも発生する可能性があります。［ステータス］列には、特定の要求チャネ
ルまたは応答チャネルと関連付けられたエラーが表示されます。ステータス アイコンが赤くなり、ツールヒントにエ
ラー メッセージが表示されます。より一般的なエラーがレコーディング フィードバック ページの上部に表示されま
す。
リアルタイムで使用されているアセットを表示するためにランタイム モニタを使用できます。ランタイム モニタの
動作の仕組みの詳細については、「Kafka 送信/受信ステップ」を参照してください。

8. 目的のサービスを実行します。
9. サービスが完了したら、［次へ］をクリックしてレコーディングを終了します。
10.データ プロトコルを指定して、［次へ］をクリックします。
11.（オプション）レコーディング セッション ファイルを保存します。
12.［Finish］をクリックします。
サービス イメージおよび仮想サービス モデルが作成されます。

HTTP/S ####### #####

HTTP/S トランスポート プロトコルを使用して、仮想サービス イメージ レコーダは記録できます。

以下の手順に従います。

1. 新しい仮想サービス イメージのレコーディングを開始するには、以下のいずれかの手順に従います。
– メイン ツールバーの［VSE レコーダ］

をクリックします。
– ［プロジェクト］パネルの VirtualServices ノードを右クリックして、［Create a VS Image］-［レコーディング
から作成］を選択します。

仮想サービス イメージ レコーダが開きます。
2. ［基本］タブで以下の図のように入力します。
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3. ［Next］をクリックします。
ウィザードの次のウィンドウが表示されます。

4. この手順では、ポートおよびホストの情報を入力します。
– リスン/記録ポート
クライアントが  と通信するポートを定義します。通常は 8001 を使用しますが、別のポート番号も使用できま
す。http:// または https:// プレフィックスは入力しないでください。

– ターゲット ポート
サーバがリスンするターゲット ポート番号を定義します。プロキシ パススルー スタイルを選択する場合は、この
フィールドを空白のままにします。
デフォルト： 80 （HTTP）および 443 （HTTPS）

– レコーダ転送方式
レコーディング中に仮想サービス イメージ レコーダが動作する方法を指定します。選択肢は［ゲートウェイ］
と［プロキシ］です。［プロキシ］を選択すると、［ターゲット ホスト］フィールドと［ターゲット ポート］
フィールドのコンテンツがクリアされ、フィールドが無効になります。この選択肢は、クライアントがレコーディ
ング モードで接続する方法に影響します。
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• 仮想サービス イメージ レコーダがゲートウェイ モードでリスンする場合、クライアントは、サーバではなくレ
コーダに HTTP 要求を直接送信する必要があります。クライアントがブラウザの場合、URL には、サーバのホ
ストおよびポートではなく、レコーダのホストおよびポートが含まれます。

• 仮想サービス イメージ レコーダがプロキシ モードでリスンする場合、クライアントは、プロキシとしてレコー
ダのホストおよびポートを指定する必要があります。クライアントがブラウザの場合、URL にはサーバのホス
トおよびポートが含まれます。プロキシ設定は、レコーダを介して要求をルーティングするように設定されて
いる必要があります。

• ほとんどの HTTP クライアントには、ローカル ホストにプロキシを使用しないようにする設定があります。仮
想サービス イメージ レコーダがローカル ホスト上でプロキシ モードで実行されている場合は、トラフィック
がレコーダを正しく通過するように、この設定を無効にします。

– クライアントから受信したホスト ヘッダ パラメータは変更しない
Host パラメータの値をパス スルーするかどうかを指定します。このオプションは、ゲートウェイ モードで記録す
る場合にのみ使用可能です。パススルー オプションは、ターゲット エンドポイントにトラフィックを再送信する
場合に Host ヘッダ パラメータを再書き込みしないようにレコーダに指示します。
SSL クライアント（サーバに接続）設定
これらの設定を使用して、 がサーバに要求を送信するために HTTPS を使用するかどうかを指定します。ここで設
定されるオプションは、レコーディングによって生成される仮想サービスの HTTP/S ライブ呼び出しステップにも
適用されます。
• サーバに SSL を使用
• • がサーバに要求を送信するために HTTPS を使用するかどうかを指定します。

• ［サーバに SSL を使用］を選択した場合、［クライアントに SSL を使用］を選択しなければ、クライアン
トと  の間でレコーディング用に HTTP 接続が使用されます。その後、 は HTTPS を使用して、サーバにそ
れらの要求を送信します。

• ［サーバに SSL を使用］を選択しない場合、 は、HTTP を使用してサーバに要求を送信します。
• SSL キーストア ファイル
• • クライアント側キーストア ファイルの名前を指定します。 では、サーバへの HTTPS 接続を使用する場合に

このキーストアを使用します。
• デフォルトでは、ssl.client.cert.path プロパティがクライアント側キーストア ファイルに使用されます。こ
のプロパティは、ドロップダウン リストの［デフォルト］セクションからも選択できます。

• キーストア パスワード
• • 指定したクライアント側キーストア ファイルに関連付けられたパスワードを指定します。

• ［パスワード エディタ］オプションを使用してパスワードを直接指定するか、DevTest プロパティ参照エ
ディタ オプションを使用してパスワードを提供するために評価されるプロパティ式を指定できます。

• デフォルトでは、プロパティ式 {{ssl.client.cert.pass}} がクライアント側キーストア パスワードに使用され
ます。このプロパティ式は、ドロップダウン リストの［デフォルト］セクションからも選択できます。

SSL サーバ（クライアントに接続）設定
これらの設定を使用して、レコーディングおよび再生中に、 がカスタム キーストアを使用して SSL サーバとして
動作するかどうかを指定します。これらの設定は、［サーバに SSL を使用］を選択する場合のみ有効です。ここ
で設定される環境設定は、レコーディングを生成する仮想サービスの［HTTP/S リスン］ステップにも適用されま
す。
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• クライアントに SSL を使用
• • がレコーディングと再生中に SSL サーバとして動作している場合にカスタム キーストアを使用するかどう

かを指定します。
• ［クライアントに SSL を使用］を選択した場合、クライアントと  の間でレコーディング用に HTTPS 接続
が使用されます。カスタムのサーバ側キーストア ファイルおよびそれに関連付けられているパスワードも指
定できます。

• ［クライアントに SSL を使用］を選択しない場合、クライアントと  の間でレコーディング用に HTTP 接続
が使用されます。 は HTTPS を使用して、サーバにそれらの要求を送信します。

• SSL キーストア ファイル
• • サーバ側キーストア ファイルの名前を指定します。 は、クライアントからの HTTPS 接続を処理する場合

は、このキーストアを使用します。
• デフォルトでは、ssl.server.cert.path プロパティがサーバ側キーストア ファイルに使用されます。このプ
ロパティは、ドロップダウン リストの［デフォルト］セクションからも選択できます。

• キーストア パスワード
• 指定したサーバ側キーストア ファイルに関連付けられたパスワードを指定します。
• ［パスワード エディタ］オプションを使用してパスワードを直接指定するか、DevTest プロパティ参照エ
ディタ オプションを使用してパスワードを提供するために評価されるプロパティ式を指定できます。

• デフォルトでは、プロパティ式 {{ssl.server.cert.pass}} がサーバ側キーストア パスワードに使用されま
す。このプロパティ式は、ドロップダウン リストの［デフォルト］セクションからも選択できます。

• クライアント証明書認証の有効化
• • SSL ハンドシェイク中に要求が証明書のためにクライアントに送信されるかどうかを指定します。以下のオ

プションは、クライアント証明書の処理方法を決定します。
• クライアント証明書の要求
は SSL ハンドシェイク中にクライアント証明書を要求しますが、その証明書を送り返す必要はありませ
ん。
これは、クライアント証明書認証を有効にしたときのデフォルトのオプションです。

• クライアント証明書が必要
には、SSL ハンドシェイク中に、有効なクライアント証明書が必要です。クライアントが証明書を送り返
さないか、証明書が無効な場合、 は SSL ハンドシェイクを停止し、接続は失敗します。

NOTE
双方向 SSL 環境では、「双方向 SSL 接続の仮想化」を参照してください。

5. ［Next］をクリックします。
仮想サービス イメージ レコーダが、トラフィックのレコーディングを開始します。このウィンドウに、割り当てら
れたポートおよびサービス ターゲットが表示されます。

6. 仮想サービス イメージ レコーダを介してルーティングされ、トラフィックのレコーディングを開始する要求をサー
バに送信するには、HTTP クライアントを使用します。
仮想サービス イメージ レコーダがトランザクションを記録すると、ウィンドウの下部の統計表示が動的に増加しま
す。オプションと動的な統計表示には、以下のものが含まれます。
– 合計セッション数
記録された会話の数を表示します。

– 合計トランザクション数
記録されたトランザクションの数を表示します。

– クリア
現在記録されたトランザクションのリストをクリアします。

7. レコーディングを完了したら、［次へ］をクリックして次の手順に進みます。
［次へ］をクリックした場合で、トランザクションが記録されていない場合には、エラー メッセージが表示されま
す。［OK］をクリックしてレコーディングを続行します。
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NOTE
トランザクションが記録されない場合、ポートの競合が発生している可能性があります。クライアント
は、仮想サービス レコーダの代わりに、アプリケーションにトランザクションを送信します。別のサービ
スがそのポートを使用している場合は、そのサービスを停止するか、またはポート設定を変更して競合を解
消します。

［トランザクション］タブには、記録された最新のトランザクションのリストが表示されます。このトランザクショ
ンのリストで、トランザクションをダブルクリックして、トランザクションのコンテンツを示すダイアログ ボックス
を表示できます。

8. ベース パスを確認し、必要に応じて更新します。
9. 要求を処理する前にポートへのバインド ステップを要求するには、［ポートへの個別のバインド ステップが必
要］チェック ボックスをオンにします。

10.［Next］をクリックします。
11.次のウィンドウではデータ プロトコルにいずれの値も選択せずに、［次へ］をクリックします。
12.レコーディング プロセス中に会話が検出されなかった場合は、会話を開始するトランザクションを選択します。トー
クン ベースの会話では、トークンを検出する場所を指定します。仮想サービス イメージ レコーダの［トークン識
別］領域を使用します。会話を開始するトランザクションを選択し、セッション トークンを識別します。会話スター
タとしてリストされた getNewToken 会話スタータ トランザクションを指定するには、それを選択して青い矢印をク
リックします。
この手順には、以下のコンポーネントが含まれます。
– 会話スタータ トランザクション
会話スタータとして選択したトランザクションをリスト表示します。トランザクションを［残りのトランザクショ
ン］リストに移動する（会話スタータにしない場合）には、トランザクションを選択して矢印をクリックします。

– 残りのトランザクション
記録されたトランザクションをリスト表示します。トランザクションを［会話スタータ トランザクション］リス
トに移動するには、トランザクションを選択して矢印をクリックします。

– プラス アイコン
選択したトランザクションと同様に、リスト内のすべてのトランザクション（会話スタータまたは残りのいずれ
か）を選択します。選択したトランザクションをすべて移動するには、適切な矢印ボタンを使用します。

– 会話数
レコーディングでの会話数を表示します。会話を作成すると、数が増加します。

– ステートレス強制
［残りのトランザクション］リストから、引き続きステートレスにする必要があり、チェック ボックスをオン
にしておく必要があるトランザクションを選択します。たとえば、会話スタータ トークンが含まれている場合で
あっても、イメージが含まれるトランザクションをステートレスのままにするように指定できます。

– ステートレス トランザクション
クリックすると、このパネルで識別された会話で、ステートレスのままにするすべてのトランザクションのリスト
を参照できます。このリストを使用して、すべての会話スタータ トランザクションを識別したことを確認できま
す。

– 保存
クリックすると、記録された RAW トランザクションが保存されます。［参照］をクリックして、ファイルを保存
する場所に移動します。新しいレコーディングを開始する前に、［基本］タブで RAW トラフィック レコーディン
グをインポートできます。

– 応答
現在選択されているトランザクションに対して、このフィールドは、その応答のどれを検索するかを識別します。
通常は、1 が唯一のオプションです。

– 検索対象
このフィールドは、会話トークンを検索する際に確認する応答を識別します。ドロップダウン リストには、応答
の各メタ データ エントリに対するエントリと、応答のボディに対するエントリが 1 つ含まれます。

– ［トークン識別］領域
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選択したトランザクションおよび応答に基づいて、選択した応答の検索対象セクションのコンテンツが表示されま
す。
• 会話トークンとしてテキストの一部をマークするには、テキストを選択して、赤いスタンプ アイコンをクリッ
クします。テキストが黄色で強調表示されます。

• 会話トークンではないものとしてテキストをマークするには、テキストの別の部分をマークするか、または消
去アイコンをクリックします。

• トークンをマークした後、検索アイコンを使用して同様のトランザクションを検索し、そのトークンをマーク
することができます。会話トークンにバインドするテキスト（XML タグなど）を選択できるダイアログ ボック
スを開くには、［検索］をクリックします。検索する先頭と末尾のテキストを指定するには、この方法を使用
します。

13.［Next］をクリックします。
後処理中には、仮想サービス イメージ レコーダに処理ステータスが表示されます。.vsi ファイルを作成するための準
備の一部として、レコーダは、要求と応答のボディを検証し、それらがテキストとしてマークされている場合はテキ
ストであることを確認します。テキストではない場合、タイプがバイナリに切り替わります。
レコーダは、レコーディングの後処理を完了します。

NOTE

このレコーディングに対する設定を保存して別のイメージ レコーディングにロードするには、［終了］ボ
タンの上の［保存］をクリックします。

14.［終了］をクリックして、イメージを格納します。
15.で仮想サービス モデルを確認および保存します。

双方向 SSL 接続の仮想化

双方向の SSL 接続を仮想化する場合、 では、クライアント側キーストアおよびサーバ側キーストアの両方に対して情報
が必要です。

NOTE

デフォルトの  キーストアを（インストール ディレクトリの webreckeys.ks を参照）サーバ側キーストアとし
て使用するには、 証明書を  キーストアから抽出し、クライアントのトラストストアに追加します。 証明書は
自己署名証明書であり、認証局が発行する証明書ではありません。この回避策は、クライアントが自己署名証
明書を受け入れる場合にのみ機能します。

HTTPS レコーダは、以下の図のようになります。
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以下の図は、単方向および双方向 SSL の仮想化を示しています。
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HTTP/2 ####### #####

仮想サービス イメージ レコーダは、HTTP/2 トランスポート プロトコルを使用して記録できます。APLN を使用したセ
キュア接続を使用して、ステートレス REST トランザクションの HTTP/2 を仮想化できます。

DevTest Solutions は、DevTest ワークステーションのみを使用して、以下の機能に HTTP/2 をサポートします。

• レコーディングによる仮想サービス イメージの作成
• 仮想サービス モデルの作成
• 仮想サービス環境ステップを使用した仮想サービス モデルのカスタマイズ
• Netty プロキシ サーバでのみプロキシを使用

HTTP/2 では、以下の機能はサポートされていません。
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• RR からの仮想サービスの作成
• 仕様からの仮想サービスの作成（Swagger、WSDL、WADL、PCAP、RAML など）
• Web/Web サービスまたは webMethods ステップなどと HTTP2 を使用した仮想サービス モデルのカスタマイズ
• Application Test での HTTP/2 ベース機能のテスト
• DevTest ポータルおよび API での HTTP/2 機能の使用

以下の手順に従います。

1. 新しい仮想サービス イメージのレコーディングを開始するには、以下のいずれかの手順に従います。
– メイン ツールバーの［VSE レコーダ］

をクリックします。
– ［プロジェクト］パネルの VirtualServices ノードを右クリックして、［Create a VS Image］-［レコーディング
から作成］を選択します。

仮想サービス イメージ レコーダが開きます。
2. 以下の図に示すように、［基本］タブ を完了します。

3. ［次へ］をクリックします。
4. この手順では、ポートおよびホストの情報を入力します。

– リスン/記録ポート
クライアントが DevTest と通信するポートを定義します。通常は 8001 を使用しますが、別のポート番号も使用で
きます。http:// または https:// プレフィックスは入力しないでください。

– ターゲット ポート
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サーバがリスンするターゲット ポート番号を定義します。プロキシ パススルー スタイルを選択する場合は、この
フィールドを空白のままにします。
デフォルト： 80 （HTTP）および 443 （HTTPS）

– レコーダ転送方式
レコーディング中に仮想サービス イメージ レコーダが動作する方法を指定します。選択肢は［ゲートウェイ］
と［プロキシ］です。［プロキシ］を選択すると、［ターゲット ホスト］フィールドと［ターゲット ポート］
フィールドのコンテンツがクリアされ、フィールドが無効になります。この選択肢は、クライアントがレコーディ
ング モードで接続する方法に影響します。
• 仮想サービス イメージ レコーダがゲートウェイ モードでリスンする場合、クライアントは、サーバではなくレ
コーダに HTTP 要求を直接送信する必要があります。クライアントがブラウザの場合、URL には、サーバのホ
ストおよびポートではなく、レコーダのホストおよびポートが含まれます。HTTP/2 では SSL が必須として扱
われるため、「サーバに SSL」と「クライアントに SSL」は常に有効になっています。

• 仮想サービス イメージ レコーダがプロキシ モードでリスンする場合、クライアントは、プロキシとしてレコー
ダのホストおよびポートを指定する必要があります。クライアントがブラウザの場合、URL にはサーバのホス
トおよびポートが含まれます。プロキシ設定は、レコーダを介して要求をルーティングするように設定されて
いる必要があります。HTTP/2 は、純正 HTTP/2 プロキシの使用のみをサポートしています。

• ほとんどの HTTP クライアントには、ローカル ホストにプロキシを使用しないようにする設定があります。仮
想サービス イメージ レコーダがローカル ホスト上でプロキシ モードで実行されている場合は、トラフィック
がレコーダを正しく通過するように、この設定を無効にします。

– クライアントから受信したホスト ヘッダ パラメータは変更しない
Host パラメータの値をパス スルーするかどうかを指定します。このオプションは、ゲートウェイ モードで記録す
る場合にのみ使用可能です。パススルー オプションは、ターゲット エンドポイントにトラフィックを再送信する
場合に Host ヘッダ パラメータを再書き込みしないようにレコーダに指示します。
SSL クライアント（サーバに接続）設定
これらの設定を使用して、DevTest がサーバに要求を送信するために HTTPS を使用するかどうかを指定します。
これは、HTTP/2 に必要です。ここで設定されるオプションは、レコーディングによって生成される仮想サービス
の HTTP/S ライブ呼び出しステップにも適用されます。
• サーバに SSL を使用
• • DevTest がサーバに要求を送信するために HTTPS を使用するかどうかを指定します。これは HTTP/2 では

必須です。
• SSL キーストア ファイル
• • クライアント側キーストア ファイルの名前を指定します。DevTest は、サーバへの HTTPS 接続を使用する

場合にこのキーストアを使用します。
• デフォルトでは、ssl.client.cert.path プロパティがクライアント側キーストア ファイルに使用されます。こ
のプロパティは、ドロップダウン リストの［デフォルト］セクションからも選択できます。

• キーストア パスワード
• • 指定したクライアント側キーストア ファイルに関連付けられたパスワードを指定します。

• ［パスワード エディタ］オプションを使用してパスワードを直接指定するか、DevTest プロパティ参照エ
ディタ オプションを使用してパスワードを提供するために評価されるプロパティ式を指定できます。

• デフォルトでは、プロパティ式 {{ssl.client.cert.pass}} がクライアント側キーストア パスワードに使用され
ます。このプロパティ式は、ドロップダウン リストの［デフォルト］セクションからも選択できます。

SSL サーバ（クライアントに接続）設定
これらの設定を使用して、レコーディングおよび再生中に、DevTest がカスタム キーストアを使用して SSL サー
バとして動作するかどうかを指定します。これは、HTTP/2 に必要です。ここで設定される環境設定は、レコー
ディングを生成する仮想サービスの［HTTP/S リスン］ステップにも適用されます。
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• クライアントに SSL を使用
• • DevTest がレコーディングと再生中に SSL サーバとして動作している場合にカスタム キーストアを使用す

るかどうかを指定します。これは HTTP/2 では必須です。
• クライアントと DevTest の間でレコーディング用に HTTPS 接続が使用されます。カスタムのサーバ側キー
ストア ファイルおよびそれに関連付けられているパスワードも指定できます。

• SSL キーストア ファイル
• • サーバ側キーストア ファイルの名前を指定します。DevTest は、クライアントからの HTTPS 接続を処理す

る場合にこのキーストアを使用します。
• デフォルトでは、ssl.server.cert.path プロパティがサーバ側キーストア ファイルに使用されます。このプ
ロパティは、ドロップダウン リストの［デフォルト］セクションからも選択できます。

• キーストア パスワード
• 指定したサーバ側キーストア ファイルに関連付けられたパスワードを指定します。
• ［パスワード エディタ］オプションを使用してパスワードを直接指定するか、DevTest プロパティ参照エ
ディタ オプションを使用してパスワードを提供するために評価されるプロパティ式を指定できます。

• デフォルトでは、プロパティ式 {{ssl.server.cert.pass}} がサーバ側キーストア パスワードに使用されま
す。このプロパティ式は、ドロップダウン リストの［デフォルト］セクションからも選択できます。

• クライアント証明書認証の有効化
• • SSL ハンドシェイク中に要求が証明書のためにクライアントに送信されるかどうかを指定します。以下のオ

プションは、クライアント証明書の処理方法を決定します。
• クライアント証明書の要求

DevTest は SSL ハンドシェイク中にクライアント証明書を要求しますが、その証明書を送り返す必要はあり
ません。
これは、クライアント証明書認証を有効にしたときのデフォルトのオプションです。

• クライアント証明書が必要
DevTest は、SSL ハンドシェイク中に、有効なクライアント証明書が必要です。クライアントが証明書を送
り返さないか、証明書が無効な場合、DevTest は SSL ハンドシェイクを停止し、接続は失敗します。

NOTE
双方向 SSL 環境では、「双方向 SSL 接続の仮想化」を参照してください。

5. ［Next］をクリックします。
仮想サービス イメージ レコーダが、トラフィックのレコーディングを開始します。割り当てられたポートとサービ
ス ターゲットはこのウィンドウに表示されますが、プロキシを使用している場合は空白になります。

6. 仮想サービス イメージ レコーダを介してルーティングされ、トラフィックのレコーディングを開始する要求をサー
バに送信するには、HTTP クライアントを使用します。
仮想サービス イメージ レコーダがトランザクションを記録すると、ウィンドウの下部の統計表示が動的に増加しま
す。オプションと動的な統計表示には、以下のものが含まれます。
– 合計セッション数
記録された会話の数を表示します。

– 合計トランザクション数
記録されたトランザクションの数を表示します。

– クリア
現在記録されたトランザクションのリストをクリアします。

7. レコーディングを完了したら、［次へ］をクリックして次の手順に進みます。
［次へ］をクリックした場合で、トランザクションが記録されていない場合には、エラー メッセージが表示されま
す。［OK］をクリックしてレコーディングを続行します。

NOTE
トランザクションが記録されない場合、ポートの競合が発生している可能性があります。クライアント
は、仮想サービス レコーダの代わりに、アプリケーションにトランザクションを送信します。別のサービ
スがそのポートを使用している場合は、そのサービスを停止するか、またはポート設定を変更して競合を解
消します。
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［トランザクション］タブには、記録された最新のトランザクションのリストが表示されます。このトランザクショ
ンのリストで、トランザクションをダブルクリックして、トランザクションのコンテンツを示すダイアログ ボックス
を表示できます。

8. ベース パスを確認し、必要に応じて更新します。
9. 要求を処理する前にポートへのバインド ステップを要求するには、［ポートへの個別のバインド ステップが必要］
チェック ボックスをオンにします。

10.［Next］をクリックします。

11.次のウィンドウではデータ プロトコルにいずれの値も選択せずに、［次へ］をクリックします。
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12.レコーディング プロセス中に会話が検出されなかった場合は、会話を開始するトランザクションを選択します。トー
クン ベースの会話では、トークンを検出する場所を指定します。仮想サービス イメージ レコーダの［トークン識
別］領域を使用します。会話を開始するトランザクションを選択し、セッション トークンを識別します。会話スター
タとしてリストされた getNewToken 会話スタータ トランザクションを指定するには、それを選択して青い矢印をク
リックします。
この手順には、以下のコンポーネントが含まれます。
– 会話スタータ トランザクション
会話スタータとして選択したトランザクションをリスト表示します。トランザクションを［残りのトランザクショ
ン］リストに移動する（会話スタータにしない場合）には、トランザクションを選択して矢印をクリックします。

– 残りのトランザクション
記録されたトランザクションをリスト表示します。トランザクションを［会話スタータ トランザクション］リス
トに移動するには、トランザクションを選択して矢印をクリックします。

– プラス アイコン
選択したトランザクションと同様に、リスト内のすべてのトランザクション（会話スタータまたは残りのいずれ
か）を選択します。選択したトランザクションをすべて移動するには、適切な矢印ボタンを使用します。

– 会話数
レコーディングでの会話数を表示します。会話を作成すると、数が増加します。

– ステートレス強制
［残りのトランザクション］リストから、引き続きステートレスにする必要があり、チェック ボックスをオン
にしておく必要があるトランザクションを選択します。たとえば、会話スタータ トークンが含まれている場合で
あっても、イメージが含まれるトランザクションをステートレスのままにするように指定できます。

– ステートレス トランザクション
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クリックすると、このパネルで識別された会話で、ステートレスのままにするすべてのトランザクションのリスト
を参照できます。このリストを使用して、すべての会話スタータ トランザクションを識別したことを確認できま
す。

– 保存
クリックすると、記録された RAW トランザクションが保存されます。［参照］をクリックして、ファイルを保存
する場所に移動します。新しいレコーディングを開始する前に、［基本］タブで RAW トラフィック レコーディン
グをインポートできます。

– 応答
現在選択されているトランザクションに対して、このフィールドは、その応答のどれを検索するかを識別します。
通常は、1 が唯一のオプションです。

– 検索対象
このフィールドは、会話トークンを検索する際に確認する応答を識別します。ドロップダウン リストには、応答
の各メタ データ エントリに対するエントリと、応答のボディに対するエントリが 1 つ含まれます。

– ［トークン識別］領域
選択したトランザクションおよび応答に基づいて、選択した応答の検索対象セクションのコンテンツが表示されま
す。
• 会話トークンとしてテキストの一部をマークするには、テキストを選択して、赤いスタンプ アイコンをクリッ
クします。テキストが黄色で強調表示されます。

• 会話トークンではないものとしてテキストをマークするには、テキストの別の部分をマークするか、または消
去アイコンをクリックします。

• トークンをマークした後、検索アイコンを使用して同様のトランザクションを検索し、そのトークンをマーク
することができます。会話トークンにバインドするテキスト（XML タグなど）を選択できるダイアログ ボック
スを開くには、［検索］をクリックします。検索する先頭と末尾のテキストを指定するには、この方法を使用
します。

13.［Next］をクリックします。
後処理中には、仮想サービス イメージ レコーダに処理ステータスが表示されます。.vsi ファイルを作成するための準
備の一部として、レコーダは、要求と応答のボディを検証し、それらがテキストとしてマークされている場合はテキ
ストであることを確認します。テキストではない場合、タイプがバイナリに切り替わります。
レコーダは、レコーディングの後処理を完了します。

NOTE

このレコーディングに対する設定を保存して別のイメージ レコーディングにロードするには、［終了］ボ
タンの上の［保存］

を
クリックします。

14.［終了］をクリックして、イメージを格納します。
15. DevTest ワークステーションで仮想サービス モデルを確認および保存します。
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仮想サービスを展開した後、DevTest ワークステーションまたは DevTest ポータルからサービスに要求を送信し、その
トラフィックを監視できます。

HTTP/2 プロキシのプロパティ ファイルへの追加

HTTP/2 プロキシ サーバを使用している場合、LISA_HOME ディレクトリの local.properties ファイルで定義します。

以下の手順に従います。

1. DevTest サーバにログオンし、LISA_HOME に移動します。
2. local.properties ファイルを開きます。存在しない場合、_local.properties ファイルをコピーして、それを

local.properties （アンダースコアなし）として保存します。
3. HTTP/2 Proxy Server セクションを見つけて、プロキシ サーバの詳細を入力します（FDQN または IP アドレスと
ポート）。
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最後の 2 行はオプションのプロパティで、デフォルトは null です。認証情報プロパティは、使用する場合は暗号化さ
れます。

4. 使用した行のコメント化を解除します。
5. ファイルを保存して閉じます。

IBM MQ ##### ####### #####

このページでは、IBM MQ ネイティブ トランスポート プロトコルを使用するサービスのイメージを記録する方法につい
て説明します。

NOTE
このトランスポート プロトコルは、ネイティブ モードの WebSphere MQ 用です。WebSphere MQ を JMS
モードで使用している場合、JMS トランスポート プロトコルを使用することをお勧めします。

この機能は、WebSphere MQ 5.2、6.0、7.1 および 8.0 に対してサポートされています。

前提条件

このアプリケーションで DevTest を使用するには、1 つ以上のファイルを DevTest で使用できるようにする必要があり
ます。詳細については、「Third-Party ファイル要件」を参照してください。

#### #######は、メッセージング アプリケーションを記録する一般的な方法です。プロキシ レコーディングの主なコン
ポーネントは以下のとおりです。

• クライアント
• サービス
• プロキシ キュー
• ライブ キュー
• VSE レコーダ

以下の図は、 これらのコンポーネントを示しています。メッセージ指向ミドルウェア（MOM）は、メッセージが交換さ
れるプラットフォームです。
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VSE レコーダは、クライアントとサービスの間のメッセージ フローに挿入されます。各要求メッセージは、サービス
に到達する前に、レコーダを経由します。各応答メッセージは、クライアントに到達する前に、レコーダを経由しま
す。####は、プロキシ キューとライブ キューの組み合わせです。プロキシ要求キューとライブ要求キューは、要求チャ
ネルを形成します。プロキシ応答キューとライブ応答キューは、応答チャネルを形成します。以下の図は、プロキシ レ
コーディングの要求チャネルと応答チャネルを示しています。
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プロキシ レコーディングには、複数の要求チャネルおよび複数の応答チャネルが存在できます。この手順で、各キュー
のアセットを選択します。以下の手順に従います。

1. 仮想サービス イメージ レコーダの［基本］タブで、トランスポート プロトコルを［IBM MQ ネイティブ］に設定し
ます。サービス イメージと仮想サービス モデルを必ず設定してください。

2. ［Next］をクリックします。
プロキシ レコーダ セットアップ ページが表示されます。
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プロキシ レコーダ セットアップ ページには、基本パラメータと詳細パラメータがあります。詳細パラメータを表示
するには、エディタ上部の［PRO］をクリックします。
各チャネルには、一意の名前を付ける必要があります。

3. ［プロキシ要求］、［ライブ要求］、［プロキシ応答］、および［ライブ応答］リストのキュー アセットを選択しま
す。アセットが作成されていない場合、このページから作成できます。また、このページからのアセットを編集でき
ます。

4. （オプション）プラス（+）アイコンをクリックして、要求チャネルおよび応答チャネルを追加します。
5. （オプション）［相関スキーム］チェック ボックスをオンにして、必要なスキームを指定します。応答チャネルには
それぞれ別の相関スキームを指定できます。

6. ［次へ］をクリックして、レコーディング セッションを開始します。
レコーディング フィードバック ページが表示されます。
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［サマリ］タブのテーブルには、各要求チャネルおよび応答チャネルがリスト表示されます。各行には、チャネル
名、選択された送信先アセット、チャネルを通過したメッセージ数、およびステータスが含まれます。
［送信先］列のセルをクリックして、チャネルと関連付けられているプロキシ送信先を表示できます。
ページの下部には、保留中のトランザクション数、セッション数、およびトランザクションの総数が表示されます。
エラーによってレコーディング セッションを開始できない場合、ダイアログ ボックスが表示され、プロキシ レコー
ダ セットアップ ページに戻ります。
エラーは、レコーディング セッション中にも発生する可能性があります。［ステータス］列には、特定の要求チャネ
ルまたは応答チャネルと関連付けられたエラーが表示されます。ステータス アイコンが赤くなり、ツールヒントにエ
ラー メッセージが表示されます。より一般的なエラーがレコーディング フィードバック ページの上部に表示されま
す。
リアルタイムで使用されているアセットを表示するためにランタイム モニタを使用できます。ランタイム モニタの
動作の仕組みの詳細については、「IBM MQ ネイティブ送信/受信ステップ」を参照してください。

7. 目的のサービスを実行します。
8. サービスが完了したら、［次へ］をクリックしてレコーディングを終了します。
9. データ プロトコルを指定して、［次へ］をクリックします。
10.（オプション）レコーディング セッション ファイルを保存します。
11.［Finish］をクリックします。
サービス イメージおよび仮想サービス モデルが作成されます。
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IBM WebSphere MQ ####### #####

NOTE

このトランスポート プロトコルは廃止されました。新しいテストおよび仮想サービスを作成するには、以下を
参照してください。

• JMS クライアント アセット
• JMS トランスポート プロトコル
• IBM MQ ネイティブ トランスポート プロトコル

このページでは、IBM WebSphere MQ トランスポート プロトコルを使用するサービスのイメージを記録する方法につい
て説明します。

前提条件

このアプリケーションで DevTest を使用するには、1 つ以上のファイルを DevTest で使用できるようにする必要があり
ます。詳細については、「Third-Party ファイル要件」を参照してください。

以下の手順に従います。

1. 新しい仮想サービス イメージのレコーディングを開始するには、以下のいずれかの手順に従います。
– メイン ツールバーの［VSE レコーダ］

をクリックします。
– ［プロジェクト］パネルの VirtualServices ノードを右クリックして、［Create a VS Image］-［レコーディング
から作成］を選択します。

仮想サービス イメージ レコーダが開きます。
2. ［基本］タブで以下の図のように入力します。
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3. ［Next］をクリックします。
レコーディング モードの選択手順が表示されます。以下のオプションのいずれかが選択されています。
– プロキシ モード
プロキシ モードは、VSE がサポートする唯一のレコーディング モードです。プロキシ モードには以下のオプショ
ンがあります。
• ライブ キューからのサービスの生成
• プロキシ キューを使用したサービスの生成
プロキシ モードでは、メッセージ バスで設定するプロキシ送信先を使用できます。クライアント アプリケーショ
ンは、これらのプロキシ送信先にメッセージを送信するように設定されます。 は、それらを記録し、実際の送信
先に転送します。応答の際も同様の動作になります。 は実際の応答先をリスンするように設定され、メッセージ
を取得すると、応答プロキシの送信先に転送します。一時送信先を有効にして、応答側を自動化していると、異
なった動作になる場合があります。

– インポート モード
初期レコーディング ウィンドウの［インポート トラフィック］フィールドで RAW トラフィック ファイルを指
定すると、仮想サービスを記録するためのこのモードが使用可能になります。インポート モードでは、RAW ト
ラフィック ファイルで検出された要求および応答キューに関する追加の情報を指定できます。また、要求応答ス
テップをスキップするように選択することもできます。

4. プロキシ モードで記録する場合は、以下のフィールドに入力します。
– ライブ/プロキシ キューを使用したサービスの生成

 829



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

最終的な仮想サービス モデルおよびイメージを生成する場合に、ライブ キューまたはプロキシ キューを使用する
かどうかを指定します。

– 最大保留トランザクション数
各応答キューで実行される応答リスナの最大数を定義します。これらの応答リスナは、トランザクションが保留中
である限り実行されます。保留中のトランザクション数がこの最大数を超えると、最も古いトランザクションが自
動的に閉じられます。このフィールドに「0」を入力した場合、最大数は設定されません。

– 複数の応答を無効化
各トランザクションで複数の応答をサポートするかどうかを指定します。デフォルトでは、トランザクションは
最初の応答の後に保留中となり、同じトランザクションに対する追加の応答の受信を待ちます。このオプションを
選択すると、トランザクションは最初の応答の後に自動的に閉じられます。多数のトランザクションを立て続けに
受信する場合、このオプションはパフォーマンスを向上させることができます。これは、MQ に対して特に有効で
す。

– 相関
個別のトランザクションの要求側と応答側を関連付けるためのスキームが含まれます。JMS は非同期です。これ
は、要求と応答が個別に受信されることを意味しています。このドロップダウン リストでは、VSE レコーダに対
して、どの要求をどの応答に関連付けるかを定義できます。［相関］フィールドには以下のオプションがありま
す。
• シーケンシャル： すべての応答は、受信した最終要求に時系列で関連付けられます。相関スキームはありませ
ん。そのため、VSE MQ レコーダは、ライブ応答キューに対して排他的読み取りロックを取得し、別の MQ リ
スナがそのキューから応答メッセージを受信できないようにします。
［相関 ID］または［メッセージ ID と相関 ID］などの相関スキームを指定した場合、VSE MQ レコーダはライ
ブ応答キュー上のその他のリスナも相関スキームを使用すると想定します。ライブ応答キュー上のすべてのリ
スナが相関スキームを使用する場合、VSE MQ レコーダはその応答を排他的読み取りロックを使用せずに個別
に受信できるため、共有の入力フラグを使用してキューを開きます。

• 相関 ID： 要求と応答は同じ相関 ID を持つ必要があります。
• メッセージ ID と相関 ID： 要求のメッセージ ID と応答の相関 ID が同じである必要があります。
• メッセージ ID： 要求と応答は同じメッセージ ID を持ちます。

5. インポート モードで記録する場合は、以下のフィールドに入力します。
– クライアント モード

WebSphere MQ サーバと通信する方法を指定します。
値:
• ネイティブ クライアント： IBM 固有の API を使用する Pure Java 実装
• JMS： JMS 仕様に基づく Pure Java 実装。この実装が必要な場合は、MQ の代わりに JMS トランスポート プ
ロトコルを使用することをお勧めします。

• バインディング： このオプションは、WebSphere MQ クライアント インストールからネイティブ ライブラリ
へのアクセスを必要とします。 アプリケーション ランタイムがこれらのライブラリにアクセス可能であるこ
とを確認します。ほとんどの場合、これらのライブラリを PATH 環境変数で使用可能にしておくことは適切で
す。

– キューおよびトランザクション トラッキング モードを確認
要求および応答ステップをスキップするかどうかを指定します。RAW トラフィック ファイルを Application
Insight から受信した場合、このオプションはオフになります。Application Insight は、キューとトランザクション
を自動的に検出します。RAW トラフィック ファイルを Application Insight 以外の場所から受信する場合、このオ
プションはデフォルトでオンになり、送信先とトラッキングの設定を確認できます。

– 相関
個別のトランザクションの要求側と応答側を関連付けるためのスキームが含まれます。JMS は非同期です。これ
は、要求と応答が個別に受信されることを意味しています。このドロップダウン リストでは、VSE レコーダに対
して、どの要求をどの応答に関連付けるかを定義できます。［相関］フィールドには以下のオプションがありま
す。
• シーケンシャル： すべての応答は、受信した最終要求に時系列で関連付けられます。相関スキームはありませ
ん。そのため、VSE MQ レコーダは、ライブ応答キューに対して排他的読み取りロックを取得し、別の MQ リ
スナがそのキューから応答メッセージを受信できないようにします。
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［相関 ID］または［メッセージ ID と相関 ID］などの相関スキームを指定した場合、VSE MQ レコーダはライ
ブ応答キュー上のその他のリスナも相関スキームを使用すると想定します。ライブ応答キュー上のすべてのリ
スナが相関スキームを使用する場合、VSE MQ レコーダはその応答を排他的読み取りロックを使用せずに個別
に受信できるため、共有の入力フラグを使用してキューを開きます。

• 相関 ID： 要求と応答は同じ相関 ID を持つ必要があります。
• メッセージ ID と相関 ID： 要求のメッセージ ID と応答の相関 ID が同じである必要があります。
• メッセージ ID： 要求と応答は同じメッセージ ID を持ちます。

6. ［Next］をクリックします。
［送信先情報］タブが表示されます。

7. プロキシおよびライブ キュー名を入力し、キュー タイプを選択します。
［プロキシ キューを作成する］チェック ボックスでは、プロキシ キューとして使用される一時キューを適宜作成で
きます。WebSphere MQ に手動でプロキシ キューを作成していない場合は、このオプションを選択します。

8. ［接続のセットアップ］タブをクリックします。
9. MOM への接続に使用する接続パラメータを入力します。
これらの接続パラメータは内部に保存されます。
［接続のセットアップ］タブの下部にある［詳細］タブには、以下のサブタブが含まれます。
– 環境
より多くの MQ 環境設定に対して値を追加、削除、および指定できます。

– MQ Exits
セキュリティ、送信、および受信用の MQ 出口をポイントできます。

10.プロキシ キューがライブ キューとは別のキュー マネージャ上にある場合、オプションの個別の接続情報セットを定
義するには、［プロキシ接続のセットアップ］タブをクリックします。

11.応答の送信先がメッセージをリスンするための接続の詳細を定義します。
12.クライアント アプリケーションがそれらの応答を受信するプロキシ キューを定義します。

– 単一の要求に対して複数の応答が可能であることに留意してください。応答プロキシ キューのセットを登録する
には、［追加］

をクリックします。
– 不明な要求に対して使用する応答キューを登録するには、［不明な応答に使用する］チェック ボックスをオンに
します。

– 一時送信先を定義するには、［一時キュー/トピックを使用する］チェック ボックスをオンにします。このオプ
ションを選択すると、送信先名およびプロキシ送信先名フィールドが無効になり、追加する応答リスナが一時応答
としてマークされます。送信先名は空白です。
メッセージングでの「一時」送信先は、メッセージング クライアント用にオンデマンドで作成される送信先で
す。一時送信先は、通常、要求/応答シナリオで使用されます。 は、応答に対して一時キューの使用をサポートし
ていますが、一時キューでは一度に 1 つの同時トランザクションのみをサポートします。

13.［Next］をクリックします。
［送信先リスト］タブが開きます。

14.［現在の接続情報］タブをクリックして、接続情報が正しいことを確認します。
15.［現在の接続情報］タブに表示される情報は、以前に指定した接続情報からコピーされます。まれに、応答接続情報
が異なる場合には、それを変更できます。

16.［次へ］をクリックして、レコーディングを開始します。
VSE がリスンしているキューの名前が表示されます。ステータスは［待機中］です。
WebSphere MQ に接続する場合で、プロキシ キューの作成を選択した場合、そのプロキシ キューが作成されます。

17.要求プロキシ キューにメッセージを追加するクライアントを実行します。
VSE は、メッセージを実際の要求キューにコピーします。サーバは、そこからそれらのメッセージを取得し、1 つま
たは複数の応答キューに応答を送信します。VSE は、再度それらのメッセージを取得し、クライアントがリスンして
いる応答プロキシ キューにコピーします。
トランザクションが記録されるに従ってメッセージ数が増加し、［仮想サービス イメージ レコーダ］ウィンドウの
［合計セッション数］と［合計トランザクション数］が増加します。レコーディングの終了時には、すべての要求が
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同じ要求キューを経由しています。応答の約半分は一時キューから返され、別の半分は非一時応答キューを介して返
されています。
実行が完了すると、応答キューのメッセージ数が予想よりも 1 つ少ないことがあります。単一の要求には複数の応答
が存在する場合があるため、VSE は最後のトランザクションが完了したことをまだ認識していません。したがって、
最後のトランザクションに対応するメッセージはカウントされません。

18.［次へ］をクリックすると、最後のトランザクションを閉じて必要なクリーニングを実行するトリガとなります。
（動的なデータ プロトコルを使用している場合には、中間ウィンドウが表示される場合があります。） .vsi ファイル
を作成するためのレコーダの準備の一部として、レコーダは、要求と応答のボディを検証して、それらがテキストで
あるか、テキストとしてマークされているかを検証します。テキストではない場合、タイプがバイナリに切り替わり
ます。
要求データ マネージャ データ プロトコルが要求側に追加されています。このプロトコルの設定の詳細については、
「要求データ マネージャ」を参照してください。さらに多くのデータ プロトコルを変更または追加できます。

19.［Next］をクリックします。

NOTE

このレコーディングに対する設定を保存して別のサービス イメージ レコーディングにロードするに
は、［終了］ボタンの上の［保存］をクリックします。

20.［終了］をクリックしてウィンドウを閉じ、イメージを格納します。
21.メイン ウィンドウで生成された VSM を確認して保存します。

JMS ####### #####

以下のページでは、JMS トランスポート プロトコルを使用するサービス イメージを記録する詳細な手順について説明し
ます

前提条件

このアプリケーションで DevTest を使用するには、1 つ以上のファイルを DevTest で使用できるようにする必要があり
ます。詳細については、「Third-Party ファイル要件」を参照してください。

######## #######

#### #######は、メッセージング アプリケーションを記録する一般的な方法です。

プロキシ レコーディングの主要なコンポーネントは以下のとおりです。

• クライアント
• サービス
• プロキシ キュー
• ライブ キュー
• VSE レコーダ

以下の図は、 これらのコンポーネントを示しています。メッセージ指向ミドルウェア（MOM）は、メッセージが交換さ
れるプラットフォームです。
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Figure 18: 基本的なプロキシ レコーディングの図

VSE レコーダは、クライアントとサービスの間のメッセージ フローに挿入されます。各要求メッセージは、サービスに
到達する前に、レコーダを経由します。各応答メッセージは、クライアントに到達する前に、レコーダを経由します。

####は、プロキシ キューとライブ キューの組み合わせです。

プロキシ要求キューとライブ要求キューは、要求チャネルを形成します。

プロキシ応答キューとライブ応答キューは、応答チャネルを形成します。

以下の図は、プロキシ レコーディングの要求チャネルと応答チャネルを示しています。
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Figure 19: 単一チャネルが存在するプロキシ レコーディングの図

プロキシ レコーディングには、複数の要求チャネルおよび複数の応答チャネルが存在できます。

この手順で、各キューのアセットを選択します。

以下の手順に従います。

1. 仮想サービス イメージ レコーダの［基本］タブで、トランスポート プロトコルを［JMS］に設定します。サービス
イメージと仮想サービス モデルを必ず設定してください。

2. ［Next］をクリックします。
プロキシ レコーダ セットアップ ページが表示されます。
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プロキシ レコーダ セットアップ ページには、基本パラメータと詳細パラメータがあります。詳細パラメータを表示
するには、エディタ上部の［PRO］をクリックします。
各チャネルには、一意の名前を付ける必要があります。

3. （オプション）プロキシ キューではなく、ライブ キューで動作する仮想サービス モデルを生成するには、詳細パラ
メータを表示し、VSE タイプのフィールドを［ライブ］に設定します。

4. ［プロキシ要求］、［ライブ要求］、［プロキシ応答］、および［ライブ応答］リストのキュー アセットを選択しま
す。アセットが作成されていない場合、このページから作成できます。また、このページからのアセットを編集でき
ます。

5. （オプション）プラス（+）アイコンをクリックして、要求チャネルおよび応答チャネルを追加します。
6. （オプション）［相関スキーム］チェック ボックスをオンにして、必要なスキームを指定します。応答チャネルには
それぞれ別の相関スキームを指定できます。

7. ［次へ］をクリックして、レコーディング セッションを開始します。
レコーディング フィードバック ページが表示されます。

 835



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

［サマリ］タブのテーブルには、各要求チャネルおよび応答チャネルがリスト表示されます。各行には、チャネル
名、選択された送信先アセット、チャネルを通過したメッセージ数、およびステータスが含まれます。
［送信先］列のセルをクリックして、チャネルと関連付けられているプロキシ送信先を表示できます。
ページの下部には、保留中のトランザクション数、セッション数、およびトランザクションの総数が表示されます。
エラーによってレコーディング セッションを開始できない場合、ダイアログ ボックスが表示され、プロキシ レコー
ダ セットアップ ページに戻ります。
エラーは、レコーディング セッション中にも発生する可能性があります。［ステータス］列には、特定の要求チャネ
ルまたは応答チャネルと関連付けられたエラーが表示されます。ステータス アイコンが赤くなり、ツールヒントにエ
ラー メッセージが表示されます。より一般的なエラーがレコーディング フィードバック ページの上部に表示されま
す。
リアルタイムで使用されているアセットを表示するためにランタイム モニタを使用できます。ランタイム モニタの
動作の仕組みの詳細については、「JMS 送信/受信ステップ」を参照してください。

8. 目的のサービスを実行します。
9. サービスが完了したら、［次へ］をクリックしてレコーディングを終了します。
10.データ プロトコルを指定して、［次へ］をクリックします。
11.（オプション）レコーディング セッション ファイルを保存します。
12.［Finish］をクリックします。
サービス イメージおよび仮想サービス モデルが作成されます。
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### VSM ###

プロキシ レコーダには、［VSM タイプ］という名前のフィールドが含まれています。

デフォルト値は、「ライブ呼び出しでプロキシ」です。レコーダは、プロキシ キュー上で動作し、ライブ呼び出しモー
ドをサポートする仮想サービス モデルを生成します。

値を［ライブ］に設定した場合、レコーダはプロキシ キューではなくライブ キューで動作する仮想サービス モデルを生
成します。仮想サービス モデルは、ライブ呼び出しモードをサポートしません。

再生中は、仮想サービスとライブ サービスの間に干渉が発生しないように、ライブ サービスをシャットダウンする必要
があります。

［VSM タイプ］フィールドは、詳細パラメータです。

以下の図は、 コンポーネントを示しています。プロキシ キューがないことに注意してください。

Figure 20: ライブ VSM タイプ

TIBCO ### ####

TIBCO EMS サーバ上のすべてのキューで、管理者権限を持ったユーザは特別なモニタ トピックに接続できます。この
モニタ トピックをサブスクライブしている間、管理者は対応するキューを介して送信されるすべてのメッセージのコ
ピーを受信できます。この機能により、VSE レコーダを完全にアプリケーションのメッセージ フローの外側に置いて、
メッセージ トラフィックのモニタのみを行えます。

以下の図は、TIBCO モニタ レコーディングの主要なコンポーネントを示しています。
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• クライアント
• サービス
• 要求キューおよび応答キュー
• 要求モニタ トピックおよび応答モニタ トピック
• VSE レコーダ

メッセージ指向ミドルウェア（MOM）は、メッセージが交換されるプラットフォームです。

Figure 21: TIBCO モニタ レコーディングの図

• モニタ トピック（要求）
アプリケーションの要求キューに関連付けられた TIBCO モニタ トピック。TIBCO サーバは、要求キュー上で送信さ
れる各メッセージをこのトピックに自動的に転送します。

• モニタ トピック（応答）
アプリケーションの応答キューに関連付けられた TIBCO モニタ トピック。TIBCO サーバは、応答キュー上で送信さ
れる各メッセージをこのトピックに自動的に転送します。

TIBCO モニタ レコーダは、TIBCO EMS 6.3 をサポートしています。

再生中にモニタ トピックを使用してサービスを仮想化することはできません。以下のアクションのいずれかを実行でき
ます。

• キューの個別のセットを作成し、それらを使用するようにクライアントおよび VSE サービスを設定する。
• VSE サービスがそれを置換できるように、ライブ サービスをシャットダウンする。

JMS 接続アセットでは、管理者ユーザは管理者権限が必要です。
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以下の手順に従います。

1. 仮想サービス イメージ レコーダの［基本］タブで、トランスポート プロトコルを［JMS］に設定します。サービス
イメージと仮想サービス モデルを必ず設定してください。

2. ［Next］をクリックします。
プロキシ レコーダ セットアップ ページが表示されます。

3. ［プロキシ レコーダ］から［TIBCO モニタ レコーダ］にレコーダ タイプを変更します。
プロキシ レコーダ セットアップ ページには、基本パラメータと詳細パラメータがあります。詳細パラメータを表示
するには、エディタ上部の［PRO］をクリックします。

4. ［受信先］リストおよび［送信先］リストでキュー アセットを選択します。アセットが作成されていない場合、この
ページから作成できます。また、このページからのアセットを編集できます。

5. （オプション）プラス（+）アイコンをクリックして、要求キューおよび応答キューを追加します。
6. （オプション）［相関スキーム］チェック ボックスをオンにして、必要なスキームを指定します。
7. ［次へ］をクリックして、レコーディング セッションを開始します。
レコーディング フィードバック ページが表示されます。
［サマリ］タブ内のテーブルには、各要求チャネルおよび応答チャネルのリストが含まれます。各行には、チャネル
名、選択された送信先アセット、チャネルを通過したメッセージ数、およびステータスが含まれます。
ページの下部には、保留中のトランザクション数、セッション数、およびトランザクションの総数が表示されます。
リアルタイムで使用されているアセットを表示するためにランタイム モニタを使用できます。ランタイム モニタの
動作の仕組みの詳細については、「JMS 送信/受信ステップ」を参照してください。

8. 目的のサービスを実行します。
9. サービスが完了したら、［次へ］をクリックしてレコーディングを終了します。
10.データ プロトコルを指定して、［次へ］をクリックします。
11.（オプション）レコーディング セッション ファイルを保存します。
12.［Finish］をクリックします。
サービス イメージおよび仮想サービス モデルが作成されます。

JMS #### ####

JMS トピック レコーダで要求および応答のトピックについてトランザクションを記録します。

以下の図に示すように、レコーダは、完全にアプリケーションのメッセージ フローの外部に存在し、メッセージ トラ
フィックを「リスン」します。
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Figure 22: JMS トピック レコーダ

メッセージ指向ミドルウェア（MOM）は、メッセージが交換されるプラットフォームです。

ライブ サービスとレコーダはどちらも、要求のトピックを相互に干渉せずにリスンします。

同様に、クライアントおよびレコーダはどちらも、応答のトピックを相互に干渉せずにリスンします。

要求チャネルは、以下の部分で構成されています。

• チャネル名
• JMS 受信オペレーション
この操作は、要求トピックからメッセージを受信します。

応答チャネルは、以下の部分で構成されています。

• チャネル名
• JMS 送信オペレーション
この操作は、再生中に応答にメッセージを送信します。

• 相関スキーム

以下の図のように、VSE サービスは再生中に、ライブ サービスの場所を受け取ります。ライブ サービスをシャットダウ
ンし、要求の処理に干渉しないようにする必要があります。
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Figure 23: JMS トピック レコーダ - 再生

ライブ呼び出しモードがサポートされていません。生成された仮想サービス モデルに、パススルー ステップは含まれま
せん。

以下の手順に従います。

1. 仮想サービス イメージ レコーダの［基本］タブで、トランスポート プロトコルを［JMS］に設定します。サービス
イメージと仮想サービス モデルを必ず設定してください。

2. ［Next］をクリックします。
プロキシ レコーダ セットアップ ページが表示されます。

3. ［プロキシ レコーダ］から［トピック レコーダ］にレコーダ タイプを変更します。
プロキシ レコーダ セットアップ ページには、基本パラメータと詳細パラメータがあります。詳細パラメータを表示
するには、エディタ上部の［PRO］をクリックします。

4. ［受信先］リストおよび［送信先］リストでトピック アセットを選択します。アセットが作成されていない場合、こ
のページから作成できます。また、このページからのアセットを編集できます。

5. （オプション）プラス（+）アイコンをクリックして、要求チャネルおよび応答チャネルを追加します。
6. （オプション）［相関スキーム］チェック ボックスをオンにして、必要なスキームを指定します。
7. ［次へ］をクリックして、レコーディング セッションを開始します。
レコーディング フィードバック ページが表示されます。
［サマリ］タブ内のテーブルには、各要求チャネルおよび応答チャネルのリストが含まれます。各行には、チャネル
名、選択された送信先アセット、チャネルを通過したメッセージ数、およびステータスが含まれます。
ページの下部には、保留中のトランザクション数、セッション数、およびトランザクションの総数が表示されます。
リアルタイムで使用されているアセットを表示するためにランタイム モニタを使用できます。ランタイム モニタの
動作の仕組みの詳細については、「JMS 送信/受信ステップ」を参照してください。

8. 目的のサービスを実行します。
9. サービスが完了したら、［次へ］をクリックしてレコーディングを終了します。
10.データ プロトコルを指定して、［次へ］をクリックします。
11.（オプション）レコーディング セッション ファイルを保存します。
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12.［Finish］をクリックします。
サービス イメージおよび仮想サービス モデルが作成されます。

## JMS ####### #####

NOTE

このプロトコルは廃止されました。新しいテストおよび仮想サービスを作成するには、以下を参照してくださ
い。

• JMS クライアント アセット
• JMS トランスポート プロトコル

このページには、標準 JMS トランスポート プロトコルを使用して仮想サービス イメージを記録する詳細な手順が含ま
れています。

前提条件

このアプリケーションで DevTest を使用するには、1 つ以上のファイルを DevTest で使用できるようにする必要があり
ます。詳細については、「Third-Party ファイル要件」を参照してください。

以下の手順に従います。

1. 新しい仮想サービス イメージのレコーディングを開始するには、以下のいずれかの手順に従います。
– メイン ツールバーの［VSE レコーダ］

をクリックします。
– ［プロジェクト］パネルの VirtualServices ノードを右クリックして、［Create a VS Image］-［レコーディング
から作成］を選択します。

仮想サービス イメージ レコーダが開きます。
2. ［基本］タブで以下の図のように入力します。
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3. ［Next］をクリックします。
以下のいずれかのオプションが選択された状態で、レコーディング モードの選択手順が表示されます。
– プロキシ モード
プロキシ モードは、VSE がサポートする唯一のレコーディング モードです。プロキシ モードには以下のオプショ
ンがあります。
• ライブ キューからのサービスの生成
• プロキシ キューを使用したサービスの生成
プロキシ モードでは、メッセージ バスで設定するプロキシ送信先を使用できます。クライアント アプリケーショ
ンは、これらのプロキシ送信先にメッセージを送信するように設定されます。 は、それらを記録し、実際の送信
先に転送します。応答の際も同様の動作になります。 は実際の応答先をリスンするように設定され、メッセージ
を取得すると、応答プロキシの送信先に転送します。一時送信先を有効にして、応答側を自動化していると、異
なった動作になる場合があります。

– インポート モード
初期レコーディング ウィンドウの［インポート トラフィック］フィールドで RAW トラフィック ファイルを指
定すると、仮想サービスを記録するためのこのモードが使用可能になります。インポート モードでは、RAW ト
ラフィック ファイルで検出された要求および応答キューに関する追加の情報を指定できます。また、要求応答ス
テップをスキップするように選択することもできます。

4. プロキシ モードで記録するには、以下のフィールドに入力します。
– ライブ/プロキシ キューを使用したサービスの生成

 843



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

最終的な仮想サービス モデルおよびイメージを生成する場合に、ライブ キューまたはプロキシ キューを使用する
かどうかを指定します。

– 最大保留トランザクション数
各応答キューで実行される応答リスナの最大数を定義します。これらの応答リスナは、トランザクションが保留中
である限り実行されます。保留中のトランザクション数がこの最大数を超えると、最も古いトランザクションが自
動的に閉じられます。このフィールドに「0」を入力した場合、最大数は設定されません。

– 複数の応答を無効化
各トランザクションで複数の応答をサポートするかどうかを指定します。デフォルトでは、トランザクションは
最初の応答の後に保留中となり、同じトランザクションに対する追加の応答の受信を待ちます。このオプションを
選択すると、トランザクションは最初の応答の後に自動的に閉じられます。多数のトランザクションを立て続けに
受信する場合、このオプションはパフォーマンスを向上させることができます。これは、MQ に対して特に有効で
す。

5. インポート モードで記録するには、以下のフィールドに入力します。
– キューおよびトランザクション トラッキング モードを確認
要求および応答ステップをスキップするかどうかを指定します。RAW トラフィック ファイルを Application
Insight から受信した場合、このオプションはオフになります。Application Insight は、キューとトランザクション
を自動的に検出します。RAW トラフィック ファイルを Application Insight 以外の場所から受信する場合、このオ
プションはデフォルトでオンになり、送信先とトラッキングの設定を確認できます。

– 相関
個別のトランザクションの要求側と応答側を関連付けるためのスキームが含まれます。JMS は非同期です。これ
は、要求と応答が個別に受信されることを意味しています。このドロップダウン リストでは、VSE レコーダに対
して、どの要求をどの応答に関連付けるかを定義できます。［相関］フィールドには以下のオプションがありま
す。
• シーケンシャル： すべての応答は、受信した最終要求に時系列で関連付けられます。相関スキームはありませ
ん。そのため、VSE MQ レコーダは、ライブ応答キューに対して排他的読み取りロックを取得し、別の MQ リ
スナがそのキューから応答メッセージを受信できないようにします。
［相関 ID］または［メッセージ ID と相関 ID］などの相関スキームを指定した場合、VSE MQ レコーダはライ
ブ応答キュー上のその他のリスナも相関スキームを使用すると想定します。ライブ応答キュー上のすべてのリ
スナが相関スキームを使用する場合、VSE MQ レコーダはその応答を排他的読み取りロックを使用せずに個別
に受信できるため、共有の入力フラグを使用してキューを開きます。

• 相関 ID： 要求と応答は同じ相関 ID を持つ必要があります。
• メッセージ ID と相関 ID： 要求のメッセージ ID と応答の相関 ID が同じである必要があります。
• メッセージ ID： 要求と応答が同じメッセージ ID を持ちます。

6. ［Next］をクリックします。
［送信先情報］タブが表示されます。

7. プロキシとライブ送信先名を入力し、送信先タイプを選択します。
8. ［接続のセットアップ］タブをクリックします。
9. MOM への接続に使用する接続パラメータを入力します。
これらの接続パラメータは内部に保存されます。
［接続のセットアップ］タブの下部にある［詳細］タブでは、サービス イメージのカスタム接続プロパティを定義で
きます。

10.［Next］をクリックします。
［送信先リスト］タブが開きます。

11.応答の送信先がメッセージをリスンするための接続の詳細を定義します。
12.クライアント アプリケーションがそれらの応答を受信するプロキシ キューを定義します。

– 単一の要求に対して複数の応答が可能であることに留意してください。応答プロキシ キューのセットを登録する
には、［追加］
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をクリックします。
– 不明な要求に対して使用する応答キューを登録するには、［不明な応答に使用する］チェック ボックスをオンに
します。

– 一時送信先を定義するには、［一時キュー/トピックを使用する］チェック ボックスをオンにします。このオプ
ションを選択すると、送信先名およびプロキシ送信先名フィールドが無効になり、追加する応答リスナが一時応答
としてマークされます。送信先名は空白です。
メッセージングでの「一時」送信先は、メッセージング クライアント用にオンデマンドで作成される送信先で
す。一時送信先は、通常、要求/応答シナリオで使用されます。 は、応答に対して一時キューの使用をサポートし
ていますが、一時キューでは一度に 1 つの同時トランザクションのみをサポートします。

13.［現在の接続情報］タブをクリックして、接続情報が正しいことを確認します。
このタブに表示される情報は、以前に指定した接続情報からコピーされます。まれに、応答接続情報が異なる場合に
は、それを変更できます。

14.［次へ］をクリックして、レコーディングを開始します。
VSE がリスンしている送信先の名前が表示されます。
［保留中トランザクション］フィールドには、保留中トランザクション バッファに格納されている、追加の応答を
待っているトランザクションの数が表示されます。保留中のトランザクション数の最大値に達するか、または［複数
の応答を無効化］オプションが使用されると、このトランザクションは閉じられます。トランザクションは、閉じら
れると、保留中のトランザクション バッファから合計トランザクション バッファに移動されます。

15.要求プロキシ キューにメッセージを追加するクライアントを実行します。
VSE は、メッセージを実際の要求キューにコピーします。サーバは、そこからそれらのメッセージを取得し、応答
キューに応答を送信します。VSE は、再度それらのメッセージを取得し、クライアントがリスンしている応答プロキ
シ キューにコピーします。
トランザクションが記録されるに従ってメッセージ数が増加し、［仮想サービス イメージ レコーダ］ウィンドウの
［合計セッション数］と［合計トランザクション数］が増加します。レコーディングの終了時には、すべての要求が
同じ要求キューを経由しています。応答の約半分は一時キューから返され、別の半分は非一時応答キューを介して返
されています。
実行が完了すると、応答キューのメッセージ数が予想よりも 1 つ少ないことがあります。単一の要求には複数の応答
が存在する場合があるため、VSE は最後のトランザクションが完了したことをまだ認識していません。したがって、
最後のトランザクションに対応するメッセージはカウントされません。
このパネルでは、推奨されているデータ プロトコルがデフォルトになります。ここで、要求側および応答側データ
プロトコルの両方を追加または編集できます。選択したデータ プロトコルの設定パネルが存在する場合、次にそれら
のパネルが表示されます。詳細については、「データ プロトコルの使用」を参照してください。

16.［Next］をクリックします。
最後のトランザクションが閉じられ、必要なクリーンアップが実行されます。

NOTE

このレコーディングに対する設定を保存して別のサービス イメージ レコーディングにロードするに
は、［終了］ボタンの上の［保存］をクリックします。

17.［終了］をクリックしてウィンドウを閉じ、イメージを格納します。
18.メイン ウィンドウで生成された VSM を確認して保存します。

RabbitMQ ####### #####

このページでは、RabbitMQ トランスポート プロトコルを使用するサービスのイメージを記録する方法について説明し
ます。

前提条件

このアプリケーションで DevTest を使用するには、1 つ以上のファイルを DevTest で使用できるようにする必要があり
ます。詳細については、「Third-Party ファイル要件」を参照してください。

#### #######は、メッセージング アプリケーションを記録する一般的な方法です。
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プロキシ レコーディングの主要なコンポーネントは以下のとおりです。

• クライアント
• サービス
• プロキシ キュー
• ライブ キュー
• VSE レコーダ

VSE レコーダは、クライアントとサービスの間のメッセージ フローに挿入されます。各要求メッセージは、サービスに
到達する前に、レコーダを経由します。各応答メッセージは、クライアントに到達する前に、レコーダを経由します。

####は、プロキシ キューとライブ キューの組み合わせです。

プロキシ要求キューとライブ要求キューは、要求チャネルを形成します。

プロキシ応答キューとライブ応答キューは、応答チャネルを形成します。

プロキシ レコーディングには、複数の要求チャネルおよび複数の応答チャネルが存在できます。

以下の手順に従います。

1. 仮想サービス イメージ レコーダの［基本］タブで、トランスポート プロトコルを［RabbitMQ］に設定します。サー
ビス イメージと仮想サービス モデルを必ず設定してください。

2. ［Next］をクリックします。
プロキシ レコーダ セットアップ ページが表示されます。
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プロキシ レコーダ セットアップ ページには、基本パラメータと詳細パラメータがあります。詳細パラメータを表示
するには、エディタ上部の［PRO］をクリックします。
各チャネルには、一意の名前を付ける必要があります。

3. （オプション）プロキシ キューではなく、ライブ キューで動作する仮想サービス モデルを生成するには、詳細パラ
メータを表示し、VSE タイプのフィールドを［ライブ］に設定します。

4. ［プロキシ要求］、［ライブ要求］、［プロキシ応答］、および［ライブ応答］リストのキュー アセットを選択しま
す。アセットが作成されていない場合、このページから作成できます。また、このページからのアセットを編集でき
ます。

5. （オプション）プラス（+）アイコンをクリックして、要求チャネルおよび応答チャネルを追加します。
6. （オプション）［相関スキーム］チェック ボックスをオンにして、必要なスキームを指定します。応答チャネルには
それぞれ別の相関スキームを指定できます。

7. ［次へ］をクリックして、レコーディング セッションを開始します。
レコーディング フィードバック ページが表示されます。
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［サマリ］タブのテーブルには、各要求チャネルおよび応答チャネルがリスト表示されます。各行には、チャネル
名、選択された送信先アセット、チャネルを通過したメッセージ数、およびステータスが含まれます。
［送信先］列のセルをクリックして、チャネルと関連付けられているプロキシ送信先を表示できます。
ページの下部には、保留中のトランザクション数、セッション数、およびトランザクションの総数が表示されます。
エラーによってレコーディング セッションを開始できない場合、ダイアログ ボックスが表示され、プロキシ レコー
ダ セットアップ ページに戻ります。
エラーは、レコーディング セッション中にも発生する可能性があります。［ステータス］列には、特定の要求チャネ
ルまたは応答チャネルと関連付けられたエラーが表示されます。ステータス アイコンが赤くなり、ツールヒントにエ
ラー メッセージが表示されます。より一般的なエラーがレコーディング フィードバック ページの上部に表示されま
す。
リアルタイムで使用されているアセットを表示するためにランタイム モニタを使用できます。ランタイム モニタの
動作の仕組みについては、「RabbitMQ 送信/受信ステップ」を参照してください。

8. 目的のサービスを実行します。
9. サービスが完了したら、［次へ］をクリックしてレコーディングを終了します。
10.データ プロトコルを指定して、［次へ］をクリックします。
11.（オプション）レコーディング セッション ファイルを保存します。
12.［Finish］をクリックします。
サービス イメージおよび仮想サービス モデルが作成されます。
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Java ####### #####

Java エージェントは、Java サービス イメージを記録するために必要です。 Bank アプリケーションでは、エージェン
トはデフォルトでインストールされます。その他のアプリケーションでは、エージェントをインストールしてレジストリ
を起動します。

テストの場合は、エージェントがインストールされているデモ サーバを起動するか、または  Bank アプリケーションを
実行します。その他の Java アプリケーションで実行するには、エージェントを設定します。エージェントの詳細につい
ては、「エージェント」を参照してください。

同じワークステーションで複数のレコーダを使用して、さまざまなクラスから複数の EJB リモート コールを同時に記録
する場合、各レコーダで作成されたサービス イメージおよび VSM によって、集約されたクラスのリストが表示されま
す。

以下の手順に従います。

1. 新しい仮想サービス イメージのレコーディングを開始するには、以下のいずれかの手順に従います。
– メイン ツールバーの［VSE レコーダ］

をクリックします。
– ［プロジェクト］パネルの VirtualServices ノードを右クリックし、［VS イメージの作成］-［レコーディングか
ら作成］を選択します。

仮想サービス イメージ レコーダが開きます。
2. ［基本］タブで、トランスポート プロトコルとして Java を選択します。
3. ［Next］をクリックします。
［仮想化する Java クラスの選択］ウィンドウが表示されます。

4. 以下の列の間で選択したエージェントを移動するには、提供されている矢印を使用します。
– 利用可能なオンライン エージェント
接続可能なオンライン エージェントをリスト表示します。

– 接続されたエージェント
リストには、仮想サービス モデルに対して接続するオンライン エージェントまたはオフライン エージェントが含
まれます。オフライン エージェントは、灰色の斜体フォントで表示されます。［利用可能なオンライン エージェ
ント］リストからエージェントを選択できます。

いずれかのリストからエージェントを選択すると、ホスト名とメイン クラスが表示されます。
5. リストにないエージェントを追加するには、接続したエージェントのリストの上のフィールドにエージェント名を入
力し、［エージェントの追

加］をクリックします。
このメカニズムは、以前は接続リストに存在しなかったオフライン エージェントを追加するために提供されていま
す。エージェント名は空にすることはできません。または、接続したエージェントのリストにすでに存在します。入
力したエージェント名がオンライン エージェント リストに存在する場合、そのエージェントは、接続した利用可能
なエージェントのリストから接続したエージェントのリストに移動されます。

6. 検索によってクラスを選択するには、以下の手順に従います。
a. ［クラスの検索］をダブルクリックします。
b. 正規表現を使用して、完全修飾名（パッケージを含む）として検索文字列を入力します。
c. ［検索］をクリックします。
d. クラスを選択します。一部のクラスは 2 回以上現れる場合があります。クラスは 1 回のみ選択します。
e. 右方向矢印をクリックします。

7. 手動で名前を入力してクラスを選択するには、以下の手順に従います。
a. ［クラス名の手動入力］をダブルクリックします。
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b. 完全修飾クラス名を入力します。
c. 右方向矢印をクリックします。

8. エージェントが示すクラスのリストからクラスを選択するには、以下の手順に従います。
a. ［エージェント提案］をダブルクリックします。
b. ［Retrieve （取

得）］をクリックします。
c. クラスを選択します。
d. 右方向矢印をクリックします。

9. レコーディングにプロトコルを追加するには、［プロトコル］をダブルクリックして記録するプロトコルを選択しま
す。

10.テスト中のシステムをシャットダウンします。
11.［Next］をクリックします。
「レコーディングが開始されました。」というページが表示されます。

12.テスト中のシステムを再起動します。

NOTE
テスト中のシステムのシャットダウンと再起動はオプションです。再起動すると、テスト中のシステムの初
期化時に発生する初期トラフィックを VSE がキャプチャできるようになります。

テスト中のシステムが起動されると、最新のトランザクションのリストが表示されます。選択したトランザクション
のコンテンツを参照するには、トランザクションをダブルクリックします。

13.レコーディングが完了したら、［次へ］をクリックします。
［データ プロトコル］パネルが開き、事前に入力された適切なデータ プロトコルが表示されます。データ プロトコ
ルを変更または追加できます。データ プロトコルを設定するための追加のパネルが存在する場合があります。データ
プロトコルの設定の詳細については、「データ プロトコルの使用」を参照してください。

14.データ プロトコルを設定したら、［次へ］をクリックします。
.vsi ファイルを作成する準備をしている間、レコーダは、要求と応答のボディがテキストであることを確認します
（テキストとしてマークされている場合）。テキストではない場合、タイプがバイナリに切り替わります。

NOTE

このレコーディングに対する設定を保存して別のサービス イメージ レコーディングにロードするに
は、［終了］ボタンの上の［保存］をクリックします。

15.［Finish］をクリックします。

JDBC ####### #####

このページでは、JDBC （ドライバ ベース）トランスポート プロトコルを使用して仮想サービス イメージを記録する詳
細な手順について説明します。

NOTE
JDBC （ドライバ ベース）トランスポート プロトコルはサポートされていません。この機能はエージェント
ベースの JDBC 仮想化に置き換えられます。

前提条件と準備手順の詳細については、「JDBC の仮想化」を参照してください。

以下の手順に従います。

1. 新しい仮想サービス イメージのレコーディングを開始するには、以下のいずれかの手順に従います。
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– メイン ツールバーの［VSE レコーダ］

をクリックします。
– ［プロジェクト］パネルの VirtualServices ノードを右クリックして、［Create a VS Image］-［レコーディング
から作成］を選択します。

仮想サービス イメージ レコーダが開きます。
2. ［基本］タブで以下の図のように入力します。

3. ［Next］をクリックします。
エンドポイントの設定ウィンドウが開きます。

4. 必要に応じて、シミュレーション ホストとポートの範囲（デフォルトは 2999）を設定します。
JDBC VSE は、レコーディングおよび再生時に複数のエンドポイントをサポートします。レコーダおよび JDBC リ
スン ステップ エディタには、［ドライバ ホスト］、［ベース ポート］、および［最大ポート］のテーブルがありま
す。［ベース ポート］と［最大ポート］が異なる場合、ベース ポート、最大ポート、各ポート間で一意のエンドポ
イントが作成されます。

5. ［次へ］をクリックして、JDBC シミュレーション サーバに接続します。
接続の試行を停止するには、ステータス ウィンドウで［キャンセル］をクリックします。

6. ［SQL アクティビティ］タブに記録される接続 URL とユーザを選択します。
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［SQL アクティビティ］タブには、すべての一意の接続 URLとデータベース ユーザの組み合わせに対して実行され
た最新の 10 個のステートメント（および実行回数）が表示されます。この表示は、約 5 秒ごとにリフレッシュされ
ます。
– 選択した接続文字列とユーザをパネル下部の URL およびユーザ フィールドに入力するには、［URL にコピー］
をクリックします。

– ［記録する URL］リストに URL を入力するには、［追加］をクリックします。
7. ［ロード済みドライバ］タブをクリックします。
［ロード済みドライバ］タブには、テスト中のシステムにインストールおよび登録されている JDBC ドライバがリス
ト表示されます。
– ドライバを選択し、［URL にコピー］をクリックして、パネル下部の［URL］フィールド内のドライバを介した
任意の接続に一致する正規表現を入力します。

– ［追加］をクリックして、［記録する URL］リストにそのパターンを追加します。
– 記録する URL
［SQL アクティビティ］リストまたは URL/ユーザ エントリ フィールドから追加された URL が表示されます。エ
ントリを削除するには、エントリを選択して［削除］をクリックします。

– ユーザ
［記録する URL］フィールドの下の名前のない領域であり、データベース ユーザと URL を含めることができま
す。このフィールドを空白のままにした場合、URL に接続するすべてのユーザにレコーディングが適用されま
す。

NOTE
［追加］ボタンを有効にするには、最初のフィールドに接続 URL を入力し、次のフィールドにユーザ名を
入力します。

下部のセクションに、記録する接続 URL とデータベース ユーザの組み合わせのリストが表示されます。URL には、
正規表現を使用できます。テスト中の DataSource スタイルのシステムに対するシミュレーション接続 URLで、state
属性が RECORD に設定されていない限り、通常、このリストは最初空です。
ドライバ リストからドライバが選択されている場合、［URL にコピー］ボタンを使用して、そのドライバの接
続 URL と一致する汎用の正規表現を URL 入力フィールドにコピーできます。アクティビティ ツリーで接続 URL
（トップ レベル）ノードが選択されている場合、［URL にコピー］ボタンを使用して、URL とユーザを URL およ
びユーザ入力フィールドにコピーできます。また、レコーディング リストに接続 URL とユーザを直接追加するに
は、アクティビティ ツリーの右側の［追加］ボタンを使用します。
接続 URL には、正確な接続要求、または接続要求に一致する正規表現を使用でき、データベース ユーザあり、また
はデータベース ユーザなしでレコーディング リストに追加できます。データベース ユーザを指定しない場合、接続
を試行する任意のユーザに一致します。URL およびユーザフィールドの右側の［追加］ボタンが無効の場合は、その
URL とユーザの組み合わせがすでにレコーディング リストに存在する可能性があります。

8. 記録する URL とユーザがすべてレコーディング リストに含まれたら、［次へ］をクリックします。
「レコーディングが開始されました。」というウィンドウが表示されます。
オプションと動的な統計表示には、以下のものが含まれます。
– 合計セッション数
記録された会話の数を表示します。

– 合計トランザクション数
記録されたトランザクションの数を表示します。

– クリア
現在記録されたトランザクションのリストをクリアします。

記録されているトランザクションの数に従って、［合計セッション数］と［合計トランザクション数］の数が増加し
ます。

NOTE
トランザクションが記録されない場合、ポートの競合が発生している可能性があります。クライアント
は、仮想サービス レコーダの代わりに、アプリケーションにトランザクションを送信します。別のサービ
スがそのポートを使用している場合は、そのサービスを停止するか、またはポート設定を変更して競合を解
消します。
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パフォーマンスに問題がある場合、ターゲット データベースの応答が遅い可能性があります。user.home\lisatmp
\tmanager.log ファイルで、クエリの実行時間をレポートするデバッグ メッセージを確認してください。
以下に例を示します。
 2009-07-01 15:35:39,248 [AWT-EventQueue-0] DEBUG
 com.itko.lisa.vse.stateful.model.SqlTimer - Exec time 72ms : SELECT TRAFFIC_ID,
 LAST_MODIFIED, SERVICE_INFO, CREATED_ON, NOTES, UNK_CONV_RESPONSE, UNK_STLS_RESPONSE
 FROM SVSE_TRAFFIC 
 

クエリ時間がしきい値を超えている場合、以下のような警告メッセージが生成されます。
 2009-07-01 15:17:11,161 [AWT-EventQueue-0] WARN
 com.itko.lisa.vse.stateful.model.SqlTimer - SQL query took a long time (112
 ms) : SELECT TRAFFIC_ID, LAST_MODIFIED, SERVICE_INFO, CREATED_ON, NOTES,
 UNK_CONV_RESPONSE, UNK_STLS_RESPONSE FROM SVSE_TRAFFIC
 

9. レコーディングが完了したら、［次へ］をクリックします。
レコーダは、要求と応答のボディを検証することにより、.vsi ファイルを作成する準備をします。テキストとして
マークされている場合、レコーダはそれがテキストであるかどうかを確認します。テキストではない場合、タイプが
バイナリに切り替わります。
レコーダは、レコーディングの後処理を完了します。

NOTE

このレコーディングに対する設定を保存して別のサービス イメージ レコーディングにロードするに
は、［終了］ボタンの上の［保存］をクリックします。

10.［終了］をクリックして、イメージを格納します。
11.で仮想サービス モデルを確認および保存します。

JDBC ####

このセクションでは、JDBC ベースのデータベース トラフィックを仮想化するために、VSE フレームワークを使用する
準備を行う方法の詳細について説明します。JDBC の設定については、「データベース シミュレータのインストール」
でも説明しています。このセクションでは、ドライバ ベース JDBC 仮想化を組み合わせるさまざまな方法、およびサ
ポートされる設定オプションについて説明します。このセクションでは、特定のアプリケーション コンテナに対して設
定を実装する方法については説明していません。

NOTE
JDBC （ドライバ ベース）トランスポート プロトコルはサポートされていません。この機能はエージェント
ベースの JDBC 仮想化に置き換えられます。

JDBC 仮想化は、Java 1.6 でのみ動作します。Java 1.5 では動作しません。

システム レベル プロパティ

以下のいずれかの方法で以下のプロパティを指定できます。

• システム変数の使用（テスト中のシステムの起動で -Dvar = val フラグを追加するか、またはその他のメカニズムを
介して）

• rules.properties という名前のプロパティ ファイル。このファイルは、クラスパス上に存在する必要があります（多
くの場合、lisa-jdbc-sim-x.y.z.jar と同じディレクトリ内。x.y.z は  のリリース）。

プロパティが両方の場所に存在する場合、システム プロパティが設定ファイルよりも優先されます。

• lisa.jdbc.sim.require.remote
コマンドを処理する前に、ドライバが VSE への接続を待機するかどうかを決定します。
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デフォルト： false
• lisa.jdbc.hijack.drivermanager
ドライバが、このアプリケーションからのデータベース接続をすべて引き継ごうとするかどうかを決定します。
デフォルト： false

• lisa.jdbc.sim.port
デフォルトのリスン ポートを定義します。
デフォルト： 2999

• lisa.log.level
デフォルトのログ レベルを指定します。
値:
– オフ
– FATAL
– ERROR
– WARN
– INFO
– DEBUG
– DEV
デフォルト： WARN

• lisa.log.target
ログを書き込む場所を指定します。
値:
– stderr
– stdout
– 任意のファイルの場所
デフォルト： stderr

VSE ドライバ（スタンドアロン）

テスト中のシステムは、VSE ドライバを直接使用できます。または、VSE ドライバを Apache BasicDataSource などの
データソースでラップすることができます。このような場合、設定（ユーザ名とパスワード以外）は URL を介して渡さ
れます。ドライバ プロパティには以下のものが含まれます。

• URL
基盤となるドライバに渡される実際の URL を指定します。この URL は、最後のエレメントとして渡す必要がありま
す。

• State
ドライバの初期状態を指定します。
値:
– watch
– record
– playback

• JdbcSimPort
VSE からの接続をリスンするポートを指定します。この値は、システム レベルのプロパティを上書きします。

• ドライバ
使用する実際のドライバのクラス名を指定します。

• ユーザ
• パスワード

ドライバのクラス名として、com.itko.lisa.vse.jdbc.driver.Driver を指定します。

以下の例は URL の形式を示しています。ドライバと URL 以外はすべてオプションです。
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jdbc:lisasim:driver=<real driver class>;state=<initial state>;jdbcSimPort=<starting port>;url=<real url>

NOTE
URL エレメントは、最後に指定する必要があります。「url=」以降は、すべて変更されることなく基盤となる
ドライバに渡されます。 では、実際の URL に埋め込むことにより、基盤となるドライバに追加の情報を渡す
ことをサポートしています。

たとえば、Derby 接続には以下の URL が適切です。

jdbc:lisasim:driver=org.apache.derby.jdbc.ClientDriver;state=watch;jdbcSimPort=4000;url=jdbc:derby://
localhost:1527/sample;create=true

この URL は、以下のことを VSE ドライバに指示します。

• Derby クライアント ドライバを使用すること
• 「watch」モードで起動すること
• ポート 4000 を使用して VSE と通信すること
• URL jdbc:derby://localhost:1527/sample;create=true を実際の Derby ドライバに渡すこと

VSE データソースによるドライバのラップ

VSE データソースによるドライバのラップは、アプリケーション コンテナに対して、VSE ドライバを直接使用するより
も一般的な構成である場合があります。VSE は、実際のドライバをラップするデータ ソースを提供します。ほとんどの
アプリケーション コンテナは、データ ソースのプロパティを直接指定するメカニズムを提供しています。

ドライバのクラス名として、com.itko.lisa.vse.jdbc.driver.VSEDataSource を指定します。

データソース プロパティ

• ドライバ
使用する実際のドライバの名前を指定します（通常の設定）。

• URL
接続する実際の URL を指定します（jdbc:lisasim で開始することはできません）。

• ユーザ
• パスワード
• JdbcSimPort

VSE からの接続をリスンするポートを指定します。この値は、システム レベルのプロパティを上書きします。
• CustomProperties
セミコロンで区切られた「名前 = 値」ペアのリストを定義します。これらのプロパティが存在する場合、解析され、
ラップされたデータ ソースに委任されます。最初の文字が英数字でない場合、その文字がセミコロンの代わりに区切
り文字として使用されます。

VSE データソースによるデータソースのラップ

アプリケーション コンテナがドライバを Class.forName() で 直接インスタンス化するのを許可しない場合、デー
タ ソースのラップは一般的な設定ではありません。これを使用するには、driver=< 実際のドライバのクラス
名 >（oracle.jdbc.OracleDriver など）を指定する代わりに、datasource=< 実際のデータ ソースのクラス名 >
（oracle.jdbc.pool.OracleDataSource など）を指定します。

ドライバのクラス名として、com.itko.lisa.vse.jdbc.driver.VSEDataSource を指定します。
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複数のエンドポイントのサポート

1 つのアプリケーションに仮想化する JDBC 接続が複数存在する場合（または、1 台のアプリケーション サーバに、仮
想化する別々の JDBC 接続を持つ複数のアプリケーションが存在する場合）、各接続に対して個別の JdbcSimPort を指
定します。このエンドポイントは、VSE データソースのプロパティ、またはドライバの URL 上のパラメータのいずれか
として指定できます。

例：

アプリケーションが 2 つの JDBC 接続を使用しており、その両方を仮想化すると仮定します。また、アプリケーション
が、ドライバを直接使用すると仮定します。

driver や URL など、それぞれに基盤となる適切なパラメータを付けて、各接続に com.itko.lisa.vse.jdbc.driver.Driver
を指定します。最初の接続に jdbcSimPort=3000 を指定し、2 番目に jdbcSimPort=3001 を使用することもできます。
その場合の設定は以下のようになります。

connection1.url=jdbc:lisasim:driver=org.apache.derby.jdbc.ClientDriver;jdbcSimPort=3000;url=jdbc:derby://
localhost:1527/sample;create=true

connection2.url=jdbc:lisasim:driver=org.apache.derby.jdbc.ClientDriver;jdbcSimPort=3001;url=jdbc:derby://
localhost:1527/sample2;create=true

引き続き個別に記録する必要がありますが、両方のサービスを同時に展開して、個別に開始および停止できます。

TCP ####### #####

このページでは、 で TCP トランスポート プロトコルを使用して仮想サービス イメージを記録する詳細な手順について
説明します。 ポータルの使用方法については、「レコーディングによるサービスの仮想化（TCP）」を参照してくださ
い。

前提条件と準備手順の詳細については、「TCP の仮想化」を参照してください。

以下の手順に従います。

1. 新しい仮想サービス イメージのレコーディングを開始するには、以下のいずれかの手順に従います。
– メイン ツールバーの［VSE レコーダ］

をクリックします。
– ［プロジェクト］パネルの VirtualServices ノードを右クリックして、［Create a VS Image］-［レコーディング
から作成］を選択します。

仮想サービス イメージ レコーダが開きます。
2. ［基本］タブで以下の図のように入力します。
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3. ［Next］をクリックします。
4. クライアントとサーバの両方に情報を入力し、区切り文字を選択し、SSL パラメータを追加します。

– リスン/記録ポート
クライアントが  と通信するポートを定義します。

– ターゲット ホスト
サーバが実行されているターゲット ホストの名前または IP アドレスを定義します。

– ターゲット ポート
サーバが実行されているターゲット ホストのポート番号を定義します。

– 要求をテキストとして処理
要求がテキストとして処理されるかどうかを指定します。詳細については、「TCP の仮想化」を参照してくださ
い。

– Request Encoding
が実行されているマシンで使用可能な要求エンコーディングのリストを示します。デフォルトは UTF-8 です。

– 応答をテキストとして処理
応答がテキストとして処理されるかどうかを指定します。詳細については、「TCP の仮想化」を参照してくださ
い。

– Response Encoding

 857



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

が実行されているマシンで使用可能な応答エンコーディングのリストを示します。デフォルトは UTF-8 です。
– サーバに SSL を使用
がサーバに要求を送信するために HTTPS を使用するかどうかを指定します。
• オン：  は、HTTPS （セキュア レイヤ）要求をサーバに送信します。
［サーバに SSL を使用］を選択した場合で、［クライアントに SSL を使用］を選択しない場合には、 はレ
コーディングに HTTP 接続を使用します。その後、 は HTTPS を使用して、サーバにそれらの要求を送信しま
す。

• オフ：  は HTTP 要求をサーバに送信します。
– クライアントに SSL を使用
クライアントからの SSL 要求を再生するためにカスタム キーストアを使用するかどうかを指定します。このオプ
ションは、［サーバに SSL を使用］がオンである場合のみ有効です。
値:
• オン： カスタム クライアント キーストアおよびパスフレーズを指定できます。これらのパラメータを入力した
場合、ハードコードされたデフォルトの代わりに使用されます。

• オフ： カスタム クライアント キーストアおよびパスフレーズを指定できません。
– SSL キーストア ファイル
キーストア ファイルの名前を指定します。

– キーストア パスワード
指定したキーストア ファイルに関連付けられたパスワードを指定します。

5. レコーディング中に使用される要求および応答の区切り文字を設定するには、［次へ］をクリックします。
6. レコーディングが完了したら、［次へ］をクリックします。
7. 応答が暗号化されるか、圧縮されるか、その他の方法でエンコードされている場合は、応答データ プロトコルを選択
します。

8. レコーダは、完全な要求または応答を読み取った場合に  に伝えるメッセージ区切り文字の検出を試みます。この画
面でこれらの区切り文字を確認または修正します。

NOTE
要求の区切り文字は必須です。ライブ呼び出しを使用するには、応答区切り文字を選択する必要がありま
す。

9. 要求と応答のボディがテキストとしてマークされている場合、レコーダはそれがテキストであるかどうかを検証しま
す。テキストではない場合、タイプがバイナリに切り替わります。

NOTE

このレコーディングに対する設定を保存して別のサービス イメージ レコーディングにロードするに
は、［終了］ボタンの上の［保存］をクリックします。

TCP/IP プロトコルは、ライブ呼び出しステップをサポートしています。ライブ呼び出しステップを有効にするに
は、応答プロトコルを選択します。応答プロトコルを選択しない場合、VSM にはライブ呼び出しステップが含まれ
ません。

CICS #LINK DTP MRO######## #####

このセクションでは、CICS トランスポート プロトコルを使用して仮想サービス イメージを記録する詳細な手順につい
て説明します。

以下のビデオは、レコーディングの例を示しています。

セクションには以下のページが含まれます。

• CICS の概要
• CICS の例
• パネルの仮想化
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CICS ###

IBM CICS サービス イメージのレコーディングを可能にするため、 には、レジストリの一部であるメインフレーム ブ
リッジがあります。メインフレーム ブリッジは、すべての  にメインフレームに対する単一の接点を提供します。メイン
フレーム上には、z/OS LPAR 上で実行される LPAR エージェントが存在します。LPAR エージェントは、すべての CICS
エージェントに単一の接点を提供します。

各 CICS 領域には、仮想化機能を提供する  CICS エージェントが存在します。CICS エージェントは、ソケット経由で
LPAR エージェントと通信します。LPAR エージェントは、ソケットを介してメインフレーム ブリッジと通信します。メ
インフレーム ブリッジは、レジストリを介してすべての  クライアントに ActiveMQ インターフェースを提供します。

Figure 24: メインフレーム ブリッジ アーキテクチャ 2

 

メインフレーム ブリッジは以下のモードで実行できます。

• クライアント
メインフレーム ブリッジは、LPAR エージェントへの接続を開始します。

• サーバ
メインフレーム ブリッジは、LPAR エージェントが接続を開始するのを待機します。

lisa.properties ファイルには、メインフレーム ブリッジを有効にするためのプロパティが含まれています。

CICS ##
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この例では、VSE レコーダを使用して CICS LINK サービス イメージを記録します。

レジストリが起動されると、メインフレーム ブリッジがクライアント モードで開始されており、ブリッジが LPAR エー
ジェントに接続していることが示されます。

この例は、リソースへの依存の解消を示します。この例では、CICS アプリケーションは、口座残高情報フィールドへの
入力に VSAM ファイルを必要としていますが、その VSAM ファイルは使用できません。この例は、リソースへの依存を
解消して、欠落した VSAM ファイルを保守するプログラムを仮想化する方法を示しています。

以下の図は、実行中の CICS トランザクション（DEM3）を示しています。このトランザクションは 3270 の端末から実
行されますが、CICS トランザクション ゲートウェイから実行される場合もあります。

トランザクションを実行すると、DEMOAPP3 が開始され、DEMOINQ に CICS LINK を実行します。その
後、DEMOINQ は以下の CICS LINK を実行します。

1. ローカル LINK は、DEMOGETN に COMMAREA を渡して、VSAM からカスタマ名とアドレスを取得します。
2. CICSB への CICS LINK は、DEMOGETB に COMMAREA を渡します。DEMOGETB は、VSAM ファイル

DEMOGETBAL を読み取りますが、これはこの例では使用できません。
3. CICS LINK は、DEMOGETP に COMMAREA を渡して電話番号情報を取得します。
4. CICS LINK は、DEMOLOGI に CONTAINERS を指定して CHANNEL を渡します。

以下の CICS 領域が含まれます。

• S660 のシステム ID および CICSTS41 の applid を持ったジョブ名 CICSA
• S650 のシステム ID および CICSTS32 の applid を持ったジョブ名 CICSB
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Figure 25: VSE のない CICS LINK レコーディングの図

この例は、CICSTS41 上で DEMOGETB を仮想化します。この例では、CICSA で実行され、LPAR エージェントと通信
し、 サーバと通信する、VSE エージェントを使用します。最初に、CICS トランザクションを実行して DEMOGETB へ
の CICS LINK を記録します。次に、そのレコーディングを使用して CICS LINK を仮想化します。
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Figure 26: VSE のある CICS LINK レコーディングの図

［仮想サービス イメージ レコーダの基本］タブには、サービス イメージの名前（DEMOGETB.vsi）、VSM
（DEMOGETB.vsm）、および CICS LINK のトランスポート プロトコルが含まれます。

次に、［CICS の仮想化するプログラム］パネルが表示されます。このパネルの詳細については、「CICS の仮想化する
プログラム パネルの使用」を参照してください。

［次へ］ボタンをクリックすると、レコーディングが開始されます。レコーディング中に、トランザクション DEM3 を
実行して CICS LINK で DEMOGETB を呼び出します。
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以下の図のように、1 回実行した後に、VSE は 1 つのトランザクションを記録します。
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次のパネルでは、VSE は CICS Copybook データ プロトコルを要求側と応答側の両方に追加します。

以下の図は、この例で使用する Copybook マッピング XML ファイルを示しています。このファイルは、DEMOGETB
のマッピングを定義します。また、プログラム DEMOGETB に対する要求が存在する場合、Copybook として
DEMOGETB.txt を使用することを示しています。

 864



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

以下の例のように、DEMOGETB.txt には COBOL Copybook 定義が含まれています。

Copybooks/DEMOGETB.txt

   05  DEMOGETB-COMMAREA.

     10  DEMOGETB-RETURN             PIC X.

     10  DEMOGETB-MESSAGE            PIC X(70).

     10  BALANCE-REC.

         15  BALANCE-ACCOUNT-NBR     PIC X(8).

         15  FILLER                  PIC X.

         15  BALANCE-BALANCE         PIC X(14).

         15  FILLER                  PIC X.

         15  BALANCE-AVERAGE         PIC X(14).

次のパネルでは、DEMOGETB.txt が存在するフォルダ、およびマッピング XML が指定されています。コードページが
IBMO37 に変更されています。
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［Next］をクリックします。Copybook がデータを処理します。

［次へ］をクリックすると処理が停止し、サービス イメージのレコーディングが完了します。

サービス イメージ エディタで VSI を開くと、Copybook が要求データをマップして、そのデータを属性に変換したこと
を確認できます。以下に例を示します。
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Copybook によって応答も整形されています。以下の図は、仮想化を使用した場合に返信する応答を示しています。

例

この例では、VSAM ファイル DEMOBAL は使用できません。また、プログラム DEMO3 を実行します。DEMO3
は、DEMOBAL を使用できないために失敗します。
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次は、仮想サービスが展開されています。

プログラム DEMO3 を再度実行すると、引き続き VSAM ファイルを使用できないにもかかわらず機能します。
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CICS ################

CICS の［仮想化するプログラム］パネルを使用して、以下のことを実行します。

• LPAR エージェントに接続する CICS 領域の調査
• これらの CICS 領域に対して定義されているプログラムの調査
• 仮想化するプログラムの選択
• 仮想化するプログラムの手動での追加
• フィルタの設定による、仮想化する CICS LINK ステートメント、トランザクション、および CICS ユーザの絞り込み
• CICS 領域のグループで CICS プログラムを仮想化するためのグループ メンバシップの確立

以下の図は、CICS の［仮想化するプログラム］パネルの主な領域を示しています。
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利用可能なプログラム

［利用可能なプログラム］領域では、 CICS エージェントを使用して  に接続された CICS 領域を調査して、そこに定義
されているプログラムを参照できます。

以下によって、既知の CICS 領域およびプログラムを調査できます。
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• LPAR （z/OS の論理パーティション）
• CICSPlex
• ユーザ定義のグループ
• 領域

VTAM APPLID （アプリケーション ID）は CICS 領域を識別します。

• プログラム名プレフィックス
表示するプログラムをフィルタするためにレコーダが使用するプレフィックスを定義します。［利用可能なプログ
ラム］領域には、指定されたプレフィックスから始まるプログラムのみが表示されます。常に、プログラムのプレ
フィックスを追加します。

• 最大
1 つの CICS 領域から表示するプログラムの最大数を定義します。
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LPAR をクリックすると、既知の LPAR が表示されます（この場合は S0W1）。

S0W1 の横のプラス記号をクリックすると、SOW1 の既知の CICS 領域である CICST242、CICSTS32、CICSTS41、お
よび CICSTS42 が表示されます。

CICSTS41 の横のプラス記号をクリックすると、CICSTS41 のプレフィックス DEMOGET に一致する既知のプログラム
（DEMOGETB と DEMOGETN）が表示されます。

DEMOGETB と DEMOGETN は LPAR で検出されたプログラムであるため、SOW1 の下のリストにも表示されます。
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CICSPlex をクリックすると、既知の CICSPlex が表示され、DEVPLEX1 と DEVPLEX2 が表示されます。

DEVPLEX1 の横のプラス記号をクリックすると、既知の CICS 領域である CICST242、CICSTS41、および CICSTS42
が表示されます。

CICSTS41 の横のプラス記号をクリックすると、CICSTS41 のプレフィックスに一致する既知のプログラム
（DEMOGETB と DEMOGETN）が表示されます。

DEMOGETB と DEMOGETN は CICSPlex で検出されたプログラムであるため、DEBPLEX1 の下のリストにも表示され
ます。
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NOTE
CICS 領域を CICSPlex グループのメンバにするためには、 CICS エージェントのユーザ出口を変更する必要が
あります。詳細については、「CICS エージェントのユーザ出口」を参照してください。

User Group をクリックすると、既知のユーザ グループが表示され、GROUP1 と GROUP2 が表示されます。

GROUP1 の横のプラス記号をクリックすると、既知の CICS 領域である CICST242、CICSTS41、および CICSTS42 が
表示されます。
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CICSTS41 の横のプラス記号をクリックすると、CICSTS41 のプレフィックスに一致する既知のプログラム
（DEMOGETB と DEMOGETN）が表示されます。

DEMOGETB と DEMOGETN はユーザ グループで検出されたプログラムであるため、GROUP1 の下のリストにも表示
されます。

NOTE
CICS 領域をユーザ グループのメンバにするためには、 CICS エージェントのユーザ出口を変更する必要があ
ります。詳細については、「CICS エージェントのユーザ出口」を参照してください。
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Region をクリックすると、既知の CICS 領域が表示され、CICST242、CICSTS32、CICSTS41、および CICSTS42 が
表示されます。

CICSTS41 の横のプラス記号をクリックすると、この CICS 領域を含むグループが表示されます。

S0W1 （この領域がメンバである LPAR グループ）の横のプラス記号をクリックすると、CICSTS41 のプレフィックス
に一致する既知のプログラム（DEMOGETB と DEMOGETN）が表示されます。
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DEMOGETB と DEMOGETN はユーザ グループで検出されたプログラムであるため、GROUP1 の下のリストにも表示
されます。

CICS 領域をクリックすることによってプログラム情報が取得されると、Program フォルダにグループが表示されます。

Program をクリックすると、既知の CICS プログラムがすべて表示されます。この場合は、DEMOGETB と
DEMOGETN が表示されます。
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DEMOGETB の横のプラス記号をクリックすると、DEMOGETB を含む既知の CICS 領域およびグループが展開されま
す。

仮想化するプログラム

プログラムを追加するには、プログラムをダブルクリックして［仮想化するプログ
ラム］パネルに表示します。または、［仮想化するプログラム］パネルで［追加］

をクリックして、プログラムを手動で追加します。

プログラムが［仮想化するプログラム］パネルに表示されたら、プログラムをダブルクリックしてフィルタとグループを
追加します。

この例では、CICS 領域 CICSTS41 でプログラム DEMOGETB が仮想化されます。［任意の領域］チェック ボックスを
オンにしない限り、グループ S0W1 と LPAR は無視されます。

フィルタによって、DEMOGETB への CICS LINK のうち、どれを仮想化するかを指定できます。

［任意の領域］チェック ボックスをオンにすると、［領域］テキスト ボックスがクリアされ、LPAR グループ S0W1 内
のすべての CICS 領域（LPAR S0W1 内に存在するすべての CICS 領域）で DEMOGETB が仮想化されることが示され
ます。
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上記の図では、フィルタを使用して仮想化するプログラムを限定しています。

• リンク トランザクション ID
TRANSID(‘TRN1’) でコード化された場合、DEMOGETB への CICS LINK のみが仮想化されることを示しています。

• リンク システム ID
SYSID(‘SYSB’) でコード化された場合、DEMOGETB への CICS LINK のみが仮想化されることを示しています。

• EIB トランザクション ID
トランザクション DEM3 で実行された場合、DEMOGETB への CICS LINK のみが仮想化されることを示していま
す。

• ユーザ ID
ユーザ ID CICSUSR1 で実行された場合、DEMOGETB への CICS LINK のみが仮想化されることを示しています。

CICS Transaction Gateway #ECI######## #####

CICS トランザクション ゲートウェイ（ECI）を記録する方法

1. 仮想サービス イメージ レコーダの［基本］タブで、トランスポート プロトコルとして CICS トランザクション ゲー
トウェイ（ECI）を選択します。

2. ［基本］タブのフィールドに入力し、［次へ］をクリックします。
レコーダの次の手順が開きます。

3. この手順では、ポートおよびホストの情報を入力します。
– リスン/記録ポート
クライアントが  と通信するポートを定義します。

– ターゲット ホスト
サーバが実行されているターゲット ホストの名前または IP アドレスを定義します。

– ターゲット ポート
サーバがリスンするターゲット ポート番号を定義します。

– クライアントから SSL で受信
クライアントが SSL を使用して接続するようにレコーダが想定するかどうかを指定します。関連するキーストア
とパスワードを提供した場合、セキュリティ マテリアル（証明書など）の取得に使用されます。
値:
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• オン： レコーダは、クライアントが SSL を使用して接続すると想定します。
• オフ： レコーダは、クライアントが SSL を使用して接続することを想定しません。

– サーバに SSL で送信
レコーダが SSL を使用して実際のシステムに接続するかどうかを指定します。関連するキーストアとパスワード
を提供した場合、セキュリティ マテリアル（証明書など）の取得に使用されます。
値:
• オン： レコーダは SSL を使用して接続します。
• オフ： レコーダは接続に SSL を使用しません。

– SSL キーストア ファイル
キーストア ファイルの名前を指定します。

– キーストア パスワード
指定したキーストア ファイルに関連付けられたパスワードを指定します。

4. ［次へ］をクリックして、レコーディング ウィンドウを表示します。
5. CTG サーバと通信するアプリケーションを起動し、記録するアクティビティを実行します。
6. 仮想サービス イメージ レコーダ ウィンドウでトランザクションが記録されたこと確認したら、［次へ］をクリック
します。
データ プロトコル ウィンドウが表示されます。

7. ［Next］をクリックします。
会話スタータ ウィンドウが表示されます。

8. ［Next］をクリックします。
9. VSM と VSI を表示するオプションを選択し、［終了］をクリックます。
以下の図に示すように、サービス イメージ エディタに CTG サービス イメージが表示されます。
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IMS Connect ####### #####

このページでは、IMS Connect トランスポート プロトコルを使用するサービスのイメージを記録する方法について説明
します。

IMS Connect サービス イメージを記録する方法

1. レコーダを開始する前に、必要に応じて local.properties に以下のプロパティを追加します。
– テスト中のシステムが、応答メッセージの先頭に 4 バイトの LLLL 長フィールドを持つ応答を送信する場合は、以
下のプロパティを設定します。

lisa.vse.protocol.ims.response.includes.llll=true

– テスト中のシステムが、要求メッセージの先頭に 4 バイトの LLZZ 長フィールドを持つ要求を受信する場合は、以
下のプロパティを設定します。

lisa.vse.ims.connect.llzz.request=true

– テスト中のシステムが、応答メッセージの先頭に 4 バイトの LLZZ 長フィールドを持つ応答を送信する場合は、以
下のプロパティを設定します。

lisa.vse.ims.connect.llzz.response=true

– テスト中のシステムがペイロードの解析に Copybook を使用する場合は、以下のプロパティを追加します。

lisa.vse.copybook.unknown.passthrough=true

これにより、確認応答メッセージ（ペイロード データを含まない）を表すバイナリ応答では、Copybook 処理をバイ
パスすることができます。

2. 仮想サービス イメージ レコーダの［基本］タブで、トランスポート プロトコルとして IMS Connect を選択します。
3. ［基本］タブのフィールドに入力し、［次へ］をクリックします。
レコーダの次の手順が開きます。

4. ポートおよびホストの情報を入力します。
– リスン/記録ポート
クライアントが  と通信するポートを定義します。

– ターゲット ホスト
サーバが実行されているターゲット ホストの名前または IP アドレスを定義します。

– ターゲット ポート
サーバがリスンするターゲット ポート番号を定義します。プロキシ パススルー スタイルを選択する場合は、この
フィールドを空白のままにします。
デフォルト： 80 （HTTP）および 443 （HTTPS）

– IMS 形式ファイル
以下のいずれかを定義します。
• IBM サンプル アプリケーションが使用する 160 バイトのヘッダを使用する IMS Connect 要求をサポートする
ファイルの名前。

• 80 バイトのヘッダ。
サポートされるこれらの 160 バイトおよび 80 バイト ヘッダのフィールド定義は、LISA_HOME ディレクトリの
ims.format ファイルで提供されています。
デフォルトで  に含まれている IMS Connect サポートを使用するには、このフィールドを空白のままにします。
– 文字セット
仮想化されるアプリケーションによって、データがどのようにエンコードされるか定義します。
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値:
• ASCII - CP1252
• EBCDIC - CP037

5. ［次へ］をクリックして、レコーディング ウィンドウを表示します。
6. IMS Connect サーバと通信するアプリケーションを起動し、記録するアクティビティを実行します。
このアプリケーションのホストとポートが、レコーダのホストとポート（通常は localhost:8001）であることを確認
します。

7. 仮想サービス イメージ レコーダ ウィンドウでトランザクションが記録されたことを確認したら、［次へ］をクリッ
クします。
データ プロトコル ウィンドウが表示されます。
デフォルトでは、TransactionCode ヘッダ フィールド（存在する場合）は、要求操作として設定されます。ま
た、TransactionCode、DestinationId、および ClientId の各フィールドが形式ファイル定義に存在する場合、これらが
引数として追加されます。

8. 必要に応じて、Copybook データ プロトコルなどのデータ プロトコルを追加し、［次へ］をクリックします。
会話スタータ ウィンドウが表示されます。

9. ［Next］をクリックします。
10. VSM と VSI を表示するオプションを選択し、［終了］をクリックます。
サービス イメージ エディタに IMS Connect サービス イメージが表示されます。

NOTE

Service Virtualization は、SSL を介した IMS Connect のレコーディングおよび再生をサポートします。唯一の
制限は、1 つのキーストア ファイルのみをサポートすることです。 

IMS Connect のカスタム形式ファイル

テスト中のシステムが  がデフォルトでサポートするものとは異なる要求 ヘッダを使用する場合は、レコーディングの前
に以下の手順に従います。

1. プロジェクトの Data フォルダに、<custom-format>.format ファイルを作成します。
2. テキスト エディタでファイルを編集し、以下のテキストを追加します。RequestUserHeader 領域でフィールド定義
を指定します。

 

#-------------------------------------------------------------------------------------

# The IMS™ request message (IRM) header contains a 28-byte fixed-format

# section that is common to all messages from all IMS Connect client applications

# that communicate with IMS TM.

#-------------------------------------------------------------------------------------

RequestHeaderCommon {

    LLLL                        int;                    #total message length IRM + user data

    IRMFixedHeader {

        LL                      short;                  #IRM_LEN, total length of the header segment including user header portion
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        ZZ                      byte;                   #IRM_ARCH

        Flag0                   byte;                   #IRM_F0

        UserExitId              string(8);              #IRM_ID

        NakReasonCode           byte(2);                #IRM_NAK_RSNCDE

        Reserved1               byte(2);                #IRM_RES1

        MessageType             byte;                   #IRM_MessageType

        WaitTime                byte;                   #IRM_TIMER

        SocketConnectionType    byte;                   #IRM_SOCT

        EncodingSchema          byte;                   #IRM_ES

        ClientId                byte(8);                #IRM_CLIENTID

    }

}

 

#-------------------------------------------------------------------------------------

# Format of user portion of IRM some custom header

#

# Following the 4-byte length field and the 28-byte fixed portion of the

# IMS™ request message (IRM) header in IMS Connect client input messages,

# user-written client applications can include a user-defined section in the IRM.

#

#-------------------------------------------------------------------------------------

RequestUserHeader {                   

    MyFlag1 byte;

 MyFlag2 byte;
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 MyFlag3 byte;

 MyFlag4 byte;

 TransactionCode string(8);

 DestinationId string(8);

 LogicalTerminal string(8);

 Miscellaneous byte(20);

}

 

#-------------------------------------------------------------------------------------

# Format of data segments of request message

#-------------------------------------------------------------------------------------

RequestPayloadSegment  {

        LL                      short;

        ZZ                      byte(2);

        Data                    byte(LL:inclusive);

}

 

#-------------------------------------------------------------------------------------
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# Format of header for response message. Some responses will have it, some won't

#-------------------------------------------------------------------------------------

ResponseMessageHeader {

        LLLL                    int;                   # followed by multiple ResponsePayloadSegment

}

 

#-------------------------------------------------------------------------------------

# Format of data segments of request message

#-------------------------------------------------------------------------------------

ResponsePayloadSegment {

        LL                      short;

        ZZ                      byte(2);

        Data                    byte(LL:inclusive);

}

 

 

ファイルを作成して Data フォルダに保存すると、レコーダの［IMS 形式ファイル］フィールドに表示されます。デフォ
ルト以外の要求 ヘッダを使用するアプリケーションの形式ファイルを選択できます。

JCo ### SAP RFC ####### #####

このページでは、JCo 経由の SAP RFC トランスポート プロトコルを使用するサービスのイメージを記録する方法につ
いて説明します。

以下の手順に従います。

1. 仮想サービス イメージ レコーダの［基本］タブで、トランスポート プロトコルとして JCo 経由の SAP RFC を選択
します。

2. ［基本］タブのフィールドに入力し、［次へ］をクリックします。
レコーダの次の手順が開きます。

3. 接続の詳細フィールドに入力します。
– クライアント システム名
クライアント SAP システムを識別する一意の名前を指定します。

– クライアント システム接続プロパティ
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クライアント システム接続プロパティ ファイルには、クライアント システム上の送信先に接続する
ための接続プロパティが含まれます。これはプロジェクトの Data ディレクトリの .properties ファイ
ルである必要があり、.jcoServer ファイルで通常見つかるプロパティが含まれます。このファイルで
は、jco.server.repository_destination を指定しないでください。サポートされているプロパティの詳細について
は、インストール ディレクトリの doc フォルダで、com.sap.conn.jco.ext.ServerDataProvider の JavaDoc を参
照してください。

– RFC リポジトリ名
RFC テンプレート用のリポジトリがある SAP システムを識別する一意の名前を指定します。この名前は、多くの
場合、送信先システムと同じです。

– RFC リポジトリ接続プロパティ
リポジトリがあるシステムに接続するための接続プロパティが含まれるリポジトリ接続プロパティ ファイルを定
義します。これは、プロジェクトの Data ディレクトリの .properties ファイルである必要があり、.jcoDestination
ファイルで通常見つかるプロパティが含まれます。サポートされているプロパティの詳細については、インストー
ル ディレクトリの doc フォルダで、com.sap.conn.jco.ext.DestinationDataProvider の JavaDoc を参照してく
ださい。

– 送信先システム名
RFC が実行される SAP システムを識別する一意の名前を定義します。これは多くの場合、リポジトリ名と同じで
す。

– 送信先システム接続プロパティ
リポジトリがあるシステムに接続するための接続プロパティが含まれる送信先システム接続プロパティ
ファイルを指定します。これは、プロジェクトの Data ディレクトリの .properties ファイルである必要があ
り、.jcoDestination ファイルで通常見つかるプロパティが含まれます。サポートされているプロパティの詳細に
ついては、インストール ディレクトリの doc フォルダで、com.sap.conn.jco.ext.DestinationDataProvider の
JavaDoc を参照してください。これは、リポジトリ接続プロパティと同じファイルにすることができます。

– 関数名
がインターセプトする必要がある RFC の名前を指定します。

4. ［次へ］をクリックして、レコーディング ウィンドウを表示します。
5. SAP サーバと通信するアプリケーションを起動し、記録するアクティビティを実行します。
6. 仮想サービス イメージ レコーダ ウィンドウでトランザクションが記録されたこと確認したら、［次へ］をクリック
します。
データ プロトコル ウィンドウが表示されます。

7. ［Next］をクリックします。
会話スタータ ウィンドウが表示されます。

8. ［Next］をクリックします。
9. VSM と VSI を表示するオプションを選択し、［終了］をクリックます。
サービス イメージ エディタに SAP RFC サービス イメージが表示されます。

JCo IDoc ####### #####

SAP JCo IDoc トランスポート プロトコルは、SAP JCo IDoc プロトコルを使用する仮想サービスを作成することを可能
にします。

JCo IDoc プロトコルは、RFC 送信先を使用して、ある SAP システムから別の SAP システムに送信された IDoc を記録
および再生する仮想サービスの作成をサポートします。

通信を開始して IDoc を送信する SAP システムは、クライアント SAP システムと呼ばれます。送信された IDoc は、要
求 IDoc と呼ばれます。

要求 IDoc を受信する SAP システムは、サーバ SAP システムと呼ばれます。サーバ SAP システムが返す IDoc は、応答
IDoc と呼ばれます。

以下の図は、2 つの SAP システムの間の IDoc の標準フローを示しています。
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Figure 27: VSE SAP iDocs レコーディングの図

前提条件

このアプリケーションで DevTest を使用するには、1 つ以上のファイルを DevTest で使用できるようにする必要があり
ます。詳細については、「Third-Party ファイル要件」を参照してください。

JCo IDoc サービス イメージを記録する方法

1. 仮想サービス イメージ レコーダの［基本］タブで、トランスポート プロトコルとして JCo IDoc プロトコルを選択
します。

2. ［基本］タブのフィールドに入力し、［次へ］をクリックします。
レコーダの次の手順が開きます。

3. 接続の詳細フィールドに入力します。
– クライアント RFC 接続プロパティ

SAP ゲートウェイに対してプログラム ID で登録して IDoc を受信するために VSE が使用する接続プロパティが含
まれるクライアント RFC 接続プロパティ ファイルを定義します。プロパティは、.jcoServer ファイルで指定され
たものと同じである必要があります。

– クライアント RFC 送信先名
RFC 送信先を識別する一意の名前を指定します。

– クライアント システム接続プロパティ
IDoc をクライアント SAP システムに返すための接続プロパティが含まれるクライアント システム接続プロパ
ティ ファイルを指定します。これらのプロパティは、クライアント SAP システムに接続するために使用でき
る .jcoDestination ファイルで指定されたものと同じである必要があります。

– クライアント システム名
クライアント SAP システムを識別する一意の名前を指定します。

– 要求識別子の XPath 式
識別子を生成するために要求 IDoc XML と一緒にプロトコルが使用する XPath 式を指定します。要求識別子の
XPath 式は、単一の XPath 式にすることができます。この識別子は、要求 IDoc と応答 IDoc を関連付けるために
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使用されます。また、XPath 式は、XPath 式のカンマ区切りリストにすることもできます。その場合、複数の式か
らの結果の値は連結され（ダッシュで区切られ）、単一の識別子として使用されます。

– サーバ RFC 接続プロパティ
SAP ゲートウェイに対してプログラム ID で登録して IDoc を受信するために VSE が使用する接続プロパティが含
まれるプロパティ ファイルを指定します。プロパティは、サーバ SAP システムから IDoc を受信する JCo サーバ
プログラムを起動するために .jcoServer ファイルで指定されたものと同じである必要があります。

– サーバ RFC 接続先名
サーバ RFC 接続先を識別する一意の名前を指定します。

– サーバ システム接続プロパティ
サーバ システム接続プロパティ ファイルには、クライアント SAP システムに IDoc を返すための接続プロパティ
が含まれます。これらのプロパティは、SAP サーバ システムに接続するために使用できる .jcoDestination ファイ
ルで指定されたものと同じである必要があります。

– サーバ システム名
サーバ SAP システムを識別する一意の名前を指定します。

– 応答識別子の XPath 式
識別子を生成するために応答 IDoc XML と一緒にプロトコルが使用する XPath 式を指定します。
を定義します。応答識別子の XPath 式は、単一の XPath 式にすることができます。この識別子は、要求 IDoc と
以前に受信した応答 IDoc を関連付けるために使用されます。また、XPath 式は、XPath 式のカンマ区切りリスト
にすることもできます。その場合、複数の式からの結果の値は連結され（ダッシュで区切られ）、単一の識別子と
して使用されます。

4. ［次へ］をクリックして、レコーディング ウィンドウを開きます。
5. SAP サーバと通信するアプリケーションを起動し、記録するアクティビティを実行します。
6. 仮想サービス イメージ レコーダ ウィンドウでトランザクションが記録されたこと確認したら、［次へ］をクリック
します。
データ プロトコル ウィンドウが表示されます。
VSE は XML として IDoc を格納するため、XML データ プロトコルが要求側のデータ プロトコルに選択されていま
す。XML データ プロトコルは JCo IDoc プロトコルが設定する操作名を上書きするため、XML データ プロトコルを
削除します。

7. ［Next］をクリックします。
会話スタータ ウィンドウが表示されます。

8. ［Next］をクリックします。
9. VSM と VSI を表示するオプションを選択し、［終了］をクリックます。
サービス イメージ エディタに SAP JCo IDoc サービス イメージが表示されます。

############### #####

不透明データ処理（ODP）を使用すると、要求および応答の形式が不明な場合に、Service Virtualization でデータを十分
詳細に仮想化することができます。ODP により、新しいメッセージ フォーマットに遭遇するたびに新しいデータ ハンド
ラを必要とすることがなくなります。

要求および対応する応答を記録して、Service Virtualization がメッセージ構造を推定できます。これは、Service
Virtualization が、要求のバイトを対応する応答のバイトに関連付けて、その他のプロトコルで利用可能であるものと同じ
「マジック ストリング」動作を提供することができることを意味します。Service Virtualization では、要求の構造を十分
に理解して、仮想サービスの再生時に発生した新しい要求をインテリジェントに照合することもできます。

根底では、ODP が特許アルゴリズムを使用して、記録された ODP サービス イメージのすべての要求と、受信した要
求を比較します。最も一致する要求が選択され、動的なマジック ストリング置換の実行後に、対応する応答が返されま
す。

ODP の一致アルゴリズムは、一致プロセス中のエントロピーによって誘導されるウェイトに適用されます。エントロ
ピー重み付けプロセスは、メッセージ内のどのバイトが重要なのかを推測します。たとえば、一致プロセス中の操作タイ
プに対するバイトの重要性は、残りのペイロードよりも高くなります。エントロピー重み付けプロセスが最適に機能する
のは、記録されたメッセージのサンプルが多く（100 以上）、パラメータ値のサンプリングが多様であるときです。
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ODP の一致および応答アルゴリズムは、バイナリとテキスト メッセージの両方のプロトコルで機能することが明らかに
なりました。最適な結果は、固定幅フィールド（IMS など）または区切りフィールド（XML ベースのプロトコルなど）
を使用するプロトコルで得られました。長さのエンコードを使用するプロトコル形式（たとえば ASN.1）で得られた精
度も妥当なものでしたが、これらは最大の課題となっています。

ODP では、RAW TCP/IP ソケットを使用してキャプチャできるトラフィックがサポートされています。データを PCAP
ファイルからインポートすることもできます。

以下のビデオでは、ODP の概念について説明します。

以下のビデオでは、レコーディングおよび再生を示します。ビデオの一部分には  コンソールが表示されていますが、こ
れは  の一部ではなくなりました。

ODP の使用方法

ODP を使用して仮想サービス イメージをレコーディングするには、以下の手順を使用します。

前提条件と準備手順の詳細については、「TCP の仮想化」を参照してください。

以下の手順に従います。

1. を開きます。
2. 新しい仮想サービス イメージのレコーディングを開始するには、以下のいずれかの手順に従います。

– メイン ツールバーの［VSE レコー

ダ
］
をクリックします。

– ［プロジェクト］パネルの VirtualServices ノードを右クリックして、［Create a VS Image］-［レコーディング
から作成］を選択します。

仮想サービス イメージ レコーダが開きます。
3. ［基本］タブで以下の図のように入力します。
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4. ［Next］をクリックします。
5. クライアントとサーバの両方に情報を入力し、エンコーディングを選択して、SSL パラメータを追加します。
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– リスン/記録ポート
クライアントが  と通信するポートを定義します。

– ターゲット ホスト
サーバが実行されているターゲット ホストの名前または IP アドレスを定義します。

– ターゲット ポート
サーバがリスンしているポート番号を定義します。

– 要求をテキストとして処理
要求がテキストとして処理されるかどうかを指定します。詳細については、「TCP の仮想化」を参照してくださ
い。

– Request Encoding
が実行されているマシンで使用可能な要求エンコーディングのリストを示します。デフォルトは UTF8 です。

– 応答をテキストとして処理
応答がテキストとして処理されるかどうかを指定します。詳細については、「TCP の仮想化」を参照してくださ
い。

– Response Encoding
が実行されているマシンで使用可能な応答エンコーディングのリストを示します。デフォルトは UTF8 です。

– サーバに SSL を使用
がサーバに要求を送信するために HTTPS を使用するかどうかを指定します。
• オン：  は、HTTPS （セキュア レイヤ）要求をサーバに送信します。
［サーバに SSL を使用］を選択した場合で、［クライアントに SSL を使用］を選択しない場合には、 はレ
コーディングに HTTP 接続を使用します。その後、 は HTTPS を使用して、サーバにそれらの要求を送信しま
す。

• オフ：  は HTTP 要求をサーバに送信します。
– クライアントに SSL を使用
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クライアントからの SSL 要求を再生するためにカスタム キーストアを使用するかどうかを指定します。このオプ
ションは、［サーバに SSL を使用］がオンである場合のみ有効です。
値:
• オン： カスタム クライアント キーストアおよびパスフレーズを指定できます。これらのパラメータを入力した
場合、ハードコードされたデフォルトの代わりに使用されます。

• オフ： カスタム クライアント キーストアおよびパスフレーズを指定できません。
– SSL キーストア ファイル
キーストア ファイルの名前を指定します。

– キーストア パスワード
指定したキーストア ファイルに関連付けられたパスワードを指定します。

6. ［次へ］をクリックして、レコーディングを開始します。

7. レコーディングが完了したら、［次へ］をクリックします。
ODP は、一致では、操作や引数ではなく要求ボディに依存します。そのため、ほとんどの要求データ プロトコルは
適切ではありません。
一方、応答が暗号化、圧縮、またはそれ以外の形でエンコードされている場合、応答データ プロトコルは適切です。
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8. レコーダは、完全な要求または応答を読み取った場合に  に伝えるメッセージ区切り文字の検出を試みます。この画
面でこれらの区切り文字を確認または修正します。

NOTE
要求の区切り文字は必須です。ライブ呼び出しを使用するには、応答区切り文字を選択する必要がありま
す。
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9. レコーディング後、要求と応答のボディがテキストとしてマークされている場合、レコーダはそれが実際にテキスト
であるかどうかを検証します。テキストではない場合、タイプがバイナリに切り替わります。

VSE レコーディングでの SSL

VSE レコーディング中、SSL サーバ アプリケーションはテスト中のシステムです。

サーバに SSL を使用

レコーダのセットアップ時に［サーバに SSL を使用］のみが選択されている場合（［クライアントに SSL を使用］は選
択されていない場合）、クライアントは  にプレーン HTTP 接続を送信しますが、レコーダはサーバ アプリケーションに
HTTPS （SSL ：Secure Sockets Layer）要求を送信します。この場合、######は、要求を送信するアプリケーションま
たはテスト ケースを意味します。

デフォルトでは、 は、サーバ アプリケーションから送り返されるすべての証明書を信頼するように設定されます。この
動作をオーバーライドするには、インストール ディレクトリの local.properties ファイルに以下のプロパティを設定し
て、 にカスタム トラストストアを設定します。

• lisa.net.trustStore
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使用するカスタム トラストストアへのフルパス
• lisa.net.trustStore.password
カスタム トラストストア ファイルのパスワード。このプロパティは自動的に暗号化さ
れ、lisa.net.trustStore.password_enc プロパティによって置き換えられます。

SSL サーバがクライアント認証（双方向認証）を要求する場合、レコーダはクライアントをシミュレートして双方向の
クライアント認証を完了します。レコーディング ウィザードの［サーバに SSL を使用］セクションに指定されている
SSL クライアント側キーストア情報は、証明書を SSL サーバに送信するために使用されます。SSL クライアント側キー
ストア情報が指定されていない場合、 はインストール ディレクトリの local.properties ファイルで、以下のプロパティ
を使用します。

• SSL キーストア ファイル
は、以下のプロパティを（重要度の順に）ルックアップして、使用するクライアント側のカスタム キーストア ファ
イルを特定します。
– ssl.client.cert.path
– lisa.default.keystor
これらのプロパティのいずれも存在しない場合、 は、{{LISA_HOME}}/webreckeys.ks に配置されているデフォ
ルトのキーストア ファイルを使用します。 

– は、以下のプロパティを（重要度の順に）ルックアップして、使用するクライアント側のカスタム キーストア パ
スワードを特定します。

• キーストア パスワード
– ssl.client.cert.pass.encrypted
– ssl.client.cert.password
– lisa.default.keystore.pass.encrypted
– lisa.default.keystore.pass
これらのプロパティのいずれも存在しない場合、 は、{{LISA_HOME}}/webreckeys.ks に配置されているデフォ
ルトのキーストア ファイルに関連付けられているパスワードを使用します。 

SSL クライアント側キーストアに複数の証明書が含まれる場合、VSE は最初の証明書を使用します。

サーバおよびクライアントに SSL を使用

記録するために、クライアントまたはテスト ケースは、設定されたリスン/記録ポートに送信します。レコーダのター
ゲット ホストは、実際の SSL サーバです。ターゲット ポートは、SSL サーバが使用する SSL ポート（通常、443 また
は 8443）です。

レコーディング中に、SSL ハンドシェイクが、クライアント（レコーダ）と SSL サーバの間で行われます。サーバはそ
の証明書を送信し、 はそれを認証します。サーバがクライアント認証を要求する場合、local.properties にある証明書
が使用されます。有効なキーストアが ssl.client.cert.path に存在しない場合に、サーバがクライアント認証を要求する
と、クライアント レコーダがサーバに返す証明書が存在しないため、bad_certificate 状態が返されます。

レコーディング中は、クライアント（アプリケーションまたはテスト ケース）とサーバ（レコーダ）の間で別の SSL
ハンドシェイクがあります。レコーダが送信する証明書は、レコーディング ウィザードの［クライアントに SSL を使
用］セクションに指定されている SSL サーバ側キーストア情報に基づいています。SSL サーバ側キーストア情報が指定
されていない場合、 はインストール ディレクトリの local.properties ファイルで、以下のプロパティを使用します。

• SSL キーストア ファイル
は、以下のプロパティを（重要度の順に）ルックアップして、使用するサーバ側のカスタム キーストア ファイルを
特定します。
– ssl.server.cert.path
このプロパティが存在しない場合、 は、{{LISA_HOME}}/webreckeys.ks に配置されているデフォルトのキース
トア ファイルを使用します。 

• キーストア パスワード
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は、以下のプロパティを（重要度の順に）ルックアップして、使用するサーバ側のカスタム キーストア パスワード
を特定します。
– ssl.server.cert.pass.encrypted
– ssl.server.cert.password
これらのプロパティのいずれも存在しない場合、 は、{{LISA_HOME}}/webreckeys.ks に配置されているデフォ
ルトのキーストア ファイルに関連付けられているパスワードを使用します。 

SSL サーバ側キーストアに複数の証明書が含まれる場合、Service Virtualization は最初の証明書を使用します。

レコーディング ウィザードの［クライアント証明書認証の有効化］セクションで、クライアント認証（双方向認証）を
要求するようにレコーダを設定できます。［クライアント証明書認証の有効化］チェック ボックスをオンにした場合、
は以下のオプションのいずれかに基づいてクライアント証明書を要求するように設定されます。

• クライアント証明書の要求
– は SSL ハンドシェイク中にクライアント証明書を要求しますが、その証明書を送り返す必要はありません。
– これは、クライアント証明書認証を有効にしたときのデフォルトのオプションです。

• クライアント証明書が必要
– には、SSL ハンドシェイク中に、有効なクライアント証明書が必要です。
– クライアントが証明書を送り返さないか、証明書が無効な場合、 は SSL ハンドシェイクを停止し、接続は失敗し
ます。

VSM の再生

リスン ステップが実行され、［クライアントに SSL を使用］オプションが選択されている場合、クライアント アプリ
ケーションまたはテスト ケース クライアントと VSM との間で SSL ハンドシェイクが発生します。指定されたサーバ側
のキーストア情報を使用して、SSL サーバ証明書が送信されます。サーバ側キーストア情報が指定されていない場合、
はインストール ディレクトリの local.properties のプロパティを使用します。

ライブ呼び出しステップが実行され、［サーバに SSL を使用］オプションが選択されている場合、VSM クライアントと
実際のサーバの間で SSL ハンドシェイクが発生します。実際のサーバがクライアント認証（双方向認証）を要求する場
合、指定されているクライアント側のキーストア情報を使用して、SSL クライアント証明書が送信されます。クライア
ント側キーストア情報が指定されていない場合、 はインストール ディレクトリの local.properties のプロパティを使用
します。

 

VSM の使用

###### ####VSM#は、仮想化されたサービスのエンドポイントになる特殊なタイプのテスト ケースです。仮想サービス
イメージ レコーダを起動するには、VSM を作成します。

内容

VSM の作成

以下の手順に従います。

1. 既存のプロジェクトを開くか、またはプロジェクトを作成します。
プロジェクトが開き、左側のプロジェクト パネルに project フォルダとそのサブフォルダが表示されます。

2. VServices サブフォルダ ノードを右クリックし、［新規 VS モデルの作成］を選択します。
別のフォルダに VS モデルを作成することもできますが、VirtualServices フォルダに作成することをお勧めします。
VS モデル エディタ ウィンドウが開きます。

3. 新規 VSM の場所を参照します。
4. ［ファイル名］フィールドに、VSM の一意の名前を入力します。拡張子は .vsm です。

 897



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

5. ［Save］をクリックします。
新規 VSM が開きます。
VSM が開いている場合、［コマンド］メニューには、VSM に関連するメニュー項目が表示されます。

VSM を開く

以下の手順に従います。

1. ツールバーの［開く］をクリックするか、または［クイック スタート］ウィンドウの［最近の使用履歴］プロジェク
ト リストからプロジェクトを選択します。

2. プロジェクト パネルで、そのフォルダから仮想サービス モデルを選択します。
仮想サービスモデルは、通常、VServices フォルダまたは VirtualServices フォルダに存在します。

データ プロトコルの使用

データ プロトコルは要求の解析を行います。

NOTE
データ プロトコルは、データ ハンドラ、データ プロトコル ハンドラ、または DPH とも呼ばれます。

一部のトランスポート プロトコルは、要求を作成するジョブの委任先のデータ プロトコルを許可（または要求）しま
す。結果として、データ プロトコルは要求ペイロードを認識する必要が生じます。1 つのトランスポート プロトコル
に、複数のデータ プロトコルが存在する場合があります。一部のトランスポート プロトコル（JDBC など）はデータ プ
ロトコルを許可しません。

レコーディング中に、すべてのトランスポート プロトコルは、要求/応答ペイロードおよび要求側/応答側のデフォルトの
適切なデータ プロトコルを検出しようとします。指定されたデータ プロトコル ハンドラは、以下のペイロードに対して
追加されます。

• SOAP： Web サービス（SOAP）データ プロトコル ハンドラ
• XML： XML データ プロトコル ハンドラ
• HTML： データ プロトコル ハンドラなし
• 署名 SOAP： 要求側の WS-Security 要求および応答側の WS-Security 応答データ プロトコル ハンドラ
• 暗号化 SOAP： 要求側の WS-Security 要求および応答側の WS-Security 応答データ プロトコル ハンドラ
• SOAP セキュリティ： 要求側の WS-Security 要求および応答側の WS-Security 応答データ プロトコル ハンドラ

さらにデータ プロトコルを追加するか、デフォルトのデータ プロトコルの順序を変更するか、またはデフォルトを削除
できます。要求/応答ペア、RAW トラフィック ファイル、またはレコーディング以外の方法でサービス イメージを作成
する場合で、指定されたデータ プロトコル ハンドラが存在する場合、デフォルトは追加されません。

データ プロトコル データ ハンドラを組み合わせて、互いに機能させることができます。たとえば、要求側では、以下の
データ プロトコルを一緒に使用できます。

• 区切られたテキスト
• ジェネリック XML ペイロード パーサ
• 要求データ マネージャ

自動ハッシュ トランザクション ディスカバリ データ プロトコル

自動ハッシュ トランザクション ディスカバリのデータ プロトコルは、メッセージを識別するために、データのハッシュ
コードを使用します。データがわずかに違うだけでハッシュ コードは異なるため、すべての要求を効果的に一意にする
ことができます。このデータ プロトコルは、サービスに対して同じ少数の要求のセットを実行する場合に役立ちます。

自動ハッシュ トランザクション ディスカバリ データ プロトコルには、単純な用途があります。処理する要求が指定さ
れると、要求ボディのテキスト バージョンに標準の Java ハッシュ コード関数が適用されます。結果のハッシュ コード
値は、lisa.vse.auto.hashDiscovery という名前の要求に新しい引数として追加されます。
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この機能は、特にメッセージングを仮想化する場合に、会話の識別に使用する合理的な一意の値を作成するために役立ち
ます。

このプロトコルは設定情報を必要としないため、レコーディング ウィザードではウィンドウが表示されません。

CICS Copybook データ プロトコル

CICS Copybook データ プロトコルは、記録された要求をそれぞれのコンテナ チャンクに分割します。次に、Copybook
データ プロトコルに各チャンクを送信し、対応する XML を集約します。結果の XML は、コンテナの集約された XML
です。

この例は、CICS Copybook データ プロトコルの使用方法を示しています。

以下の手順に従います。

1. 仮想サービス イメージ レコーダの［基本］タブで、必要なフィールドに入力します。
2. ［Next］をクリックします。
3. IP アドレスとポートを入力し、［次へ］をクリックします。
データ プロトコルの選択ウィンドウが表示されます。

4. 要求側で CICS Request Data Access データ プロトコルを選択します。
5. 要求側と応答側の両方に対して CICS Container Copybook データ プロトコルを選択して、［次へ］をクリックしま
す。
［観察されたプログラム］リストに CICS コンテナが含まれます。
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6. ［Next］をクリックします。
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7. 要求側の定義で以下のパラメータを入力します。
– Copybook ファイル定義フォルダ

Copybook ファイル定義のフォルダを示します。
– ペイロード ファイル定義マップ パス
ファイル定義マップへのペイロードのパスを示します。

– エンコーディング
エンコーディング情報を示します。
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8. ［Convert file definitions to XML （ファイル定義を XML に変換）］を選択し、［次へ］をクリックします。

9. ［次へ］をクリックしてサービス イメージを完了します。
10.サービス イメージを表示するには、［View Service Image （サービス イメージの表示）］を選択して［終了］をク
リックします。
完了したサービス イメージが表示されます。
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Copybook データ プロトコル

Copybook データ プロトコルは、VSE でコール元に透過的な方法による、実行時の Copybook ペイロードと XML の間の
双方向変換を可能にします。これらのペイロードを XML で表示できることにより、ほかの（標準） VSE メカニズムで
値を指定できます。ジェネリック XML ペイロード パーサを使用して、サービス イメージ内の一致とトランザクション
の整理のために、要求の引数と操作を識別および選択できます。標準の XML 構造を使用することにより、応答のマジッ
ク ストリングを処理して、より有効な方法で動的データを作成できます。

用語

Copybook データ プロトコルをより深く理解するには、以下の用語を理解することが重要です。

• Copybook
データ レイアウトの定義に使用される階層構造。Copybook は、フィールド名、それらの長さ、および相互の関係を
識別します。

• Copybook ファイル定義
Copybook が含まれるプレーン テキスト形式のファイル。

• フィールド
Copybook 内の単一のエレメント。フィールドは、レコード内のデータの単一の論理部分の名前、長さ、およびデー
タ型をカプセル化したものです。

• ペイロード
VSE が、単一の要求または単一の応答のいずれかで識別する、1 つ以上のレコードのコレクション。

• ペイロード マッピング ファイル
「##### Copybook #####」または「##### #########」とも呼ばれる、ペイロードの解析に必要な 1 つまたは複数
の Copybook を識別する方法を記述した XML ドキュメント。ペイロード マッピング ファイルは、結果の XML の基
本構造を提供します。

• レコード
固有の構造エレメントを持たないデータのコレクション。単一の Copybook を構成する 1 つ以上のフィールドでレ
コードを定義します。レコードには、Copybook が定義するすべてのフィールドのデータが含まれるとは限りません
が、レコードと Copybook の関係は常に 1 対 1 です。特定のレコードは、単一の Copybook によってのみ定義されま
す。また、単一の Copybook は 1 つのレコードのみを定義します。

Copybook 仮想サービスを作成するための準備

Copybook 仮想サービスの作成準備を行うには、以下のタスクを完了します。

• ペイロードのレコードを定義する Copybook をすべて収集します。これらの Copybook は、 プロジェクト内のディ
レクトリにある必要があります。使用するディレクトリには、使いやすい任意の階層を含めることができます。通
常、Copybook ファイル定義フォルダは、プロジェクトの Data フォルダに配置します。

• ペイロード マッピング ファイルを作成します。
• クライアントでレコーディングを準備するか、要求/応答ペアを収集するか、トラフィックの PCAP ファイルをキャプ
チャするか、またはその他の方法で仮想サービスに使用するトランザクションを収集します。

Copybook ### ############

VSE がサポートする任意のトランスポート プロトコルと共に、Copybook データ プロトコルを使用できます。通
常、Copybook データ プロトコル ハンドラは、JMS や MQ などのメッセージング プロトコルまたは CICS トランスポー
ト プロトコルと共に使用されます。デモ サーバでは、HTTP を使用するサンプル Copybook アプリケーションを使用で
きます。

NOTE

DevTest ポータルの［Copybook バンドル］ページでは、Copybook およびマッピング ファイルを簡単に作成、
インポート、管理できます。詳細については、「Copybook バンドルの作成」を参照してください。
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選択

Copybook データ プロトコルを選択する場合は、以下の点に注意してください。

• 要求側と応答側の両方でデータ プロトコル ハンドラを使用することを考慮します。片側でのみデータ プロトコルを
使用することもできますが、一般的ではありません。このドキュメントでは、片側での使用の詳細については説明し
ていません。

• Copybook データ プロトコルは、要求（または応答）ボディを XML に変換します。Copybook データ プロトコル
は、要求のすべてのフィールドに対して引数を自動的に追加しません。また、Copybook データ プロトコルを活用す
るには、要求側に別のデータ プロトコル ハンドラを含める必要があります。最も一般的には、ジェネリック XML ペ
イロード パーサは、2 つ目のデータ プロトコル ハンドラです。ただし、XML ペイロードを活用する任意のデータ プ
ロトコル ハンドラを使用できます。

設定

トラフィックをキャプチャ（または要求/応答ペア、PCAP、RAW トラフィック ファイルからインポート）する
と、Copybook DPH 設定ウィンドウが開きます。

以下のパラメータを入力します。

• Copybook ファイル定義フォルダ
Copybook ファイル定義を格納するプロジェクトのフォルダを指定します。このフォルダは、ペイロード マッピング
ファイル内の相対パスのベース パスになります。

• ペイロード ファイル定義マップ パス
この仮想サービスに対してペイロード マッピング ファイルの役割を果たす XML ドキュメントを指定します。

• エンコーディング
有効な Java 文字セットを指定します。指定した場合、この値は、ペイロード内のバイトを出力 XML で使用されるテ
キストに変換するために使用されます。
デフォルト： UTF-8
デフォルトの文字セットを設定するには、local.properties 内の lisa.vse.default.charset を設定します。

• Copybook キャッシュ TTL
VSE は、実行時に特定の Copybook を参照して、場合によってはそれを XML に変換する必要があります。Copybook
キャッシュ TTL パラメータは、変換された Copybook のキャッシュされたバージョンをどのくらいメモリに保持でき
るかを定義します。指定された間隔が経過すると、変換された Copybookはキャッシュから削除されます。ファイル
が再度必要な場合は、再度読み取られ、再変換されます。
値:
– タイムアウトを定義するには、Copybook キャッシュ TTL を正の数値（秒単位）で設定します。
– キャッシュを無効にするには、Copybook キャッシュ TTL を 0 または負の数値に設定します。VSE は、必要にな
るたびにファイルを読み取り、解析します。

• Copybook パーサ開始列
Copybook は、多くの場合、行番号で各行を開始します。このパラメータは、Copybook ファイル定義を解析する場
合、パーサがどの列から開始するかを定義します。
値： ゼロベースの包含的なインデックス。ただし、「通常」の排他的な 1 ベース インデックスと見なすことができ
ます。
デフォルト： 6
例： この値に 6 を設定した場合、パーサは、行の最初の 6 文字をスキップして、7 文字目から開始します。

• Copybook パーサ終了列
場合によっては、Copybook の各行の末尾にその他の参照データが含まれることがあります。その場合、パーサは、
どの列で停止するかを知る必要があります。ファイル内の行の末尾に「余分な」データがない場合、この数値は、
ファイル内の最長行の長さより大きく設定することができます。この数値が行の長さを超えている場合、パーサは行
の末尾で停止します。
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値： 排他的なゼロベース インデックス。ただし、「通常」の包含的な 1 ベース インデックスと見なすことができま
す。
例： この値に 72 を設定した場合、パーサは、行内の 72 番目の文字を読み取った後に停止します（73 番目を読み取
りません）。

• フィールド長の検証
Copybook パーサ列開始値および Copybook パーサ列終了値で設定されている値を適用するかどうかを指定しま
す。このオプションは、応答側の VSE のみで使用されます。レコーディング時には、ペイロードが XML に変換さ
れ、その後バイトに再変換されて、相互に変換できることが確認されます。また、再生時には、コール元に応答す
る前に XML 応答がレコード/ペイロードに再変換されます。それらの両方の操作で、VSE は、各フィールドの値が
Copybook で指定された正確な長さであることを検証できます。ただし、この検証を行うことは、必ずしも望ましい
とは限りません。
値:
– オン： データ内のレコードが Copybook で定義された長さに正しく一致する。
– オフ： データ内のレコードが Copybook で定義された長さに正しく一致しない。
例： レコードの一部のフィールドにデータが含まれていない場合、その長さは 0 と見なされます。しか
し、Copybook は、そのフィールドを 0 より大きい長さとして定義しています。その場合にこのオプションを選択す
ると、VSE は検証に失敗し、エラーとして報告します。

• XML エレメントを要求引数として設定する
要求および応答が XML 文字列であることを検証するかどうかを指定します。
値:
– オン： レコーダが使用する XML メッセージから変数を識別します。これは、要求および応答が XML 文字列であ
ることを検証します。

– オフ： 要求および応答が XML 文字列であることを検証しません。
要求および応答が XML 文字列であることを検証します。このオプションを選択すると、レコーダが使用する XML
メッセージから変数を識別できます。変数の識別の詳細については、「ジェネリック XML ペイロード パーサ」を参
照してください。

同じエディタを、VSM のデータ プロトコル フィルタで使用できます（要求側と応答側で 1 つずつ）。このエディタで
は、必要に応じて、レコーディング後に設定を変更できます。

##### ##### ####

##### ##### ####は、受信ペイロードが、対応する Copybook とどのように一致可能かを記述した XML ドキュメント
です。ペイロード マッピング ファイルは、##### Copybook #####および##### Copybook #########とも呼ばれま
す。また、このファイルは、ユーザにわかりやすいように結果の XML を構造化する方法についてのヒントも提供しま
す。

サンプル

サンプル マッピング ファイルは、ここで参照できます。サンプル ファイルには、さまざまな設定の例、および各ノード
の各属性について説明したコメントが含まれています。このサンプル ファイルは、Copybook マッピング ファイルの作
成時に参考として役立ちます。

構造

以下の例は、基本的なペイロード マッピング ファイルの構造を示しています。わかりやすくするために、この例には、
値の属性が含まれていません。

 <payloads>
   <payload>
     <key></key> 
     <section>
       <copybook></copybook>
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       ...
     </section>
     ...     
   </payload>
   <payload>
     ...
   </payload>     
 </payloads>
     
 

• < payloads >
ドキュメントのルート XML ノード。このノードは、繰り返すことができません。

• < payload >
このエレメントは、その全体で、一致するペイロードを完全に記述します。このドキュメントで、ペイロードが
<payload> エレメントに一致すると判断された場合、<payload> エレメントを使用して受信ペイロードを記述しま
す。

• < key >
（オプション）このオプションにより、XML ドキュメントの可読性が向上します。このエレメントで指定するもの
は、すべて <payload> エレメントの属性としても指定できます。

• < section >
ペイロードの一部を定義する Copybook の論理グループ。複数の <section>が存在する場合、それらが繰り返しなし
で順番に処理されます。

• < copybook >
ペイロード内のレコードを記述する場合も、記述しない場合もある単一の Copybook。A <section> には、複数の
<copybook> 要素を含めることができます。

• < payload >
<payload> エレメントには、以下の属性を含めることができます。
 <payload name="TEST" type="request" matchType="all" key="reqKey" value="reqVal"
 keyStart="3" keyEnd="6" headerBytes="0" footerBytes="0" saveHeaderFooter="false"
 definesResponse="false">
     ...
 </payload>
 

属性 必須/任意 説明

名前 必須 ここで記述する要求のタイプを識別する
一意の名前を定義します。name は、同
じタイプ（要求または応答）のペイロー
ドのセット内で一意である必要がありま
す。

タイプ 必須 ペイロードのタイプを指定します。
値： 以下のいずれかです。
request
response
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matchType 任意 matchType 属性は、「応答」タイプ
のペイロード定義に異なる方法で適用
されます。たとえば、応答には引数や
操作名が含まれません。「response」
タイプのペイロード定義でこの属
性に argument、attribute、または
operation を設定しても、何も一致しま
せん（一致する要求の definesResponse
属性が true に設定されて、この属性を
上書きしない限り）。「response」タ
イプのペイロード定義でこの属性に all
を設定すると、argument、attribute、お
よび operation の一致はスキップされま
す。
値： 以下のいずれかです。
argument： 指定された引数に対しての
み一致を試行します。
attribute： 指定された属性に対してのみ
一致を試行します。
metaData： 指定されたメタデータに対
してのみ一致を試行します。
operation： 操作名に対してのみ一致を
試行します。
payload： 要求のボディに対して一致を
試行します。
all： 次の順番で一致を試行します：
argument、attribute、metaData、operation、payload。
デフォルト： payload

キー 必須 この属性の動作は、以下のよう
に、matchType によって異なります。
matchType が operation または payload
の場合、一致に対してこの属性の値が使
用されます。
matchType が
argument、attribute、metaData、
または all の場合、この属性の値は
argument、attribute、または metaData
エントリのキーであると想定されま
す。matchType の値が all の場合、この
キー値は、操作名またはペイロード ボ
ディに対する一致に使用されません。代
わりに attribute 値が使用されます。
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値 オプション/必須 この属性の動作（および、必須かどう
か）は、以下のように、matchType に
よって異なります。
matchType が operation または payload
の場合、この属性の値は無視され、除外
することができます。
matchType が argument、attribute、
または metaData の場合、この属性は
argument、attribute、または metaData
エントリの値であると想定され、一致に
対して必須となります。
matchType が all の場合、この属性は必
須であり、argument、attribute、および
metaData の一致では、上記で説明した
ように動作します。ただし、operation
および payload の一致では、この属性の
値が一致に使用されます（matchType が
operation または payload の場合のよう
に、key 属性の値が使用されるのではな
く）。

keyStart 任意 ペイロード内で、キーの検索を開始する
位置（1 ベースのインデックス）を指定
します。検索は、この値を含めて行われ
ます。
keyStart を 1 に設定すると、最初のバイ
トから検索が開始されます。
keyStart を設定しないと、ペイロード
全体が検索され、keyEnd は無視されま
す。
keyStart を 1 より小さい数に設定する
と、値は 1 として処理されます。
keyStart をペイロードの長さより大きな
数に設定すると、ペイロード全体が検索
され、keyEnd は無視されます。
keyStart を keyEnd と等しいか keyEnd
より大きく設定すると、ペイロード全体
が検索されます。
keyEnd から keyStart を引いた値がキー
の長さより小さい場合、ペイロード全体
が検索されます。
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keyEnd 任意 ペイロード内で、キーの検索を終了する
位置（1 ベースのインデックス）を指定
します。検索は、この値を含めずに行わ
れます。
keyEnd を 3 に設定すると、バイト 1 と
2 のみが検索されます。
keyEnd を設定しないと、検索は
keyStart で開始され、ペイロードの末尾
で終了します。
この値がペイロードの長さより大きい場
合、検索はペイロードの末尾で終了しま
す。
この値が keyStart に等しいか keyStart
より小さい場合、ペイロード全体が検索
されます。
keyEnd から keyStart を引いた値がキー
の長さより小さい場合、ペイロード全体
が検索されます。

headerBytes 任意 ペイロードの先頭から削除するバイト数
を指定します。値を指定しない場合、デ
フォルトは 0 になります。この属性を指
定する場合、値は有効な整数である必要
があります。

footerBytes 任意 ペイロードの末尾から削除するバイト数
を指定します。値を指定しない場合、デ
フォルトは 0 になります。この属性を指
定する場合、値は有効な整数である必要
があります。

saveHeaderFooter 任意 削除されるヘッダとフッタのバイト数が
XML バージョンの要求で rawHeader タ
グおよび rawFooter タグの下の 16 進エ
ンコードされた文字列として保持される
かどうかを指定します。
値:
true： 削除されるヘッダとフッタのバイ
ト数が保持されます。
false： 削除されるヘッダとフッタのバ
イト数が保持されません。
デフォルト値： false。

definesResponse 任意 true の場合、この要求に対する応答は、
同じ名前を持った response タイプのペ
イロード エレメントを検索します。タイ
プが response の場合、この属性は無視
されます。
デフォルト値： false。

オプションの <key> エレメントを使用して、キー関連の属性を置換できます。上記の <payload> エレメントの例は、
必要に応じて、可読性を高めるために以下のように記述できます。
 <payload name="TEST" type="request" headerBytes="0" footerBytes="0"
 saveHeaderFooter="false" definesResponse="false">
        <key matchType="all" value="reqVal" keyStart="3" keyEnd="6">reqKey</key>
        ...
    </payload>
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• < section >
例： 以下の例は、すべての属性および属性の記述を持つサンプルのセクション エレメントです。
 ...
    <section name="Body">
        ...
    </section>
    ...     
 

属性 必須 説明

名前 必須 ペイロードの XML 出力バージョンでの
グループの XML エレメントの名前を定
義します。その下に、1 つ以上の変換さ
れた Copybook エレメントが存在しま
す。
注： 「name」属性の値が正当な XML
要素名であることを確認してください。
つまり、英字またはアンダースコアで始
まる必要があります

• < copybook >
例： 以下の例は、すべての属性および属性の記述を持つサンプルの Copybook エレメントです。
 ...
 <copybook key="cpk" order="1" max="1" name="TESTRECORD" length-field="SOME-
ID">TESTIN.CPY.TXT</copybook>
 ...
 

属性 必須 説明

キー 必須 Copybook を識別するレコードの一意の
文字列を定義します。技術的には、この
属性は省略可能です。ただし、キーを指
定しない場合、その Copybook はペイ
ロードに適用される唯一のものであるこ
とを意味します。ペイロードでバイトが
使い果たされるまで、繰り返し適用され
ます。複数の Copybook エレメントに
キーが存在しない場合、max 属性が指定
されない限り、常に最初のものが使用さ
れます。
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order 任意 ペイロード内でレコードが見つかる順番
に関するヒントを定義します。使用され
る番号は無関係ですが、ペイロード内の
「後ろ」のレコードには、より大きな
整数を使用する必要があります。複数
の Copybook に同じ番号でタグ付けす
ることができます。これは、それらのレ
コードが任意の順番になることを意味し
ます。特定の番号でレコードが見つかっ
た場合、それ以降の検索では、その番号
以上の Copybook のみ検索されます。ペ
イロードに一致することがないグループ
の Copybook を含めることができます。
それらは単に無視されます。ただし、各
Copybook を確認する必要があるため、
パフォーマンスに影響があります。
デフォルト： 0

max 任意 Copybook をペイロードに適用できる
最大回数を定義します。空白、0、負の
数、数値以外、および存在しない値はす
べて「制限なし」を意味します。

名前 任意 レコード名（Copybook のルート レベ
ル）を上書きする値を定義します。
この値を設定すると、この Copybook
用に XML に生成されたノード
に、Copybook 定義のレコード名の代わ
りに、この名前を使用します。
この値を指定しない場合、デフォルトで
は、Copybook 定義からレコード名を検
索し、それを使用します。
この値を Copybook 定義のレコード名に
設定すると、このファイルの可読性が向
上する効果のみがあります。
注： 「name」属性の値が正当な XML
要素名であることを確認してください。
つまり、英字またはアンダースコアで始
まる必要があります

length-field 任意 次のレコード検索が正しい位置から開始
されるようにペイロードを分割する方法
を定義します。
この属性が存在しない場合、プロセッサ
は定義から Copybook の長さを決定しよ
うとします。何らかの理由で長さが判明
しない場合、プロセッサは、ペイロード
の残りがこの Copybook に該当すると仮
定します。処理は、この Copybook を適
用した後に終了します。このフィールド
が符号なしの Display 数値フィールドで
ない場合、プロセッサはこのフィールド
を無視します。

Copybook #######

XML エレメントと引数の記述に基づいて、一致ロジックの機能を判断できます。ただし、明確な全体像を示すために、
このセクションでは一致について詳細に説明します。
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VSE がペイロードを受信すると、一致が以下の段階で発生します。

• ペイロード
• セクション
• Copybook
• 最終処理

ペイロード

ペイロードは、VSE が新しいペイロードを受信したときに発生する一致の最初の段階です。この段階では、ペイロード
マッピング ファイルのどの <payload> エレメントが受信したペイロードに対応するかが判断されます。VSE は、ペイ
ロード マッピング ファイル内のエレメントを上から下まで順番に処理することにより、<payload> エレメントを照合し
ます。最初に一致したものが使用されます。

NOTE
ペイロード エレメントがペイロードに一致しない場合、それは「不明なペイロード」として扱われます。コン
テンツは 16 進エンコードされ、汎用の XML 構造でラップされます。必要に応じて、不明なペイロードは、再
生時に自動的にバイトに変換されます。

要求ペイロードの場合

1. このエレメントの type 属性が「request」の場合、処理を続行します。それ以外の場合、このエレメントは照合され
ません。

2. matchType が argument の場合、キーがこのエレメントの key 属性に一致し、値がこのエレメントの value 属性に一
致する要求引数が検索されます。見つかった場合、このペイロード エレメントは一致します。

3. matchType が attribute の場合、キーがこのエレメントの key 属性に一致し、値がこのエレメントの value 属性に一致
する要求属性が検索されます。見つかった場合、このペイロード エレメントは一致します。

4. matchType が metaData の場合、キーがこのエレメントの key 属性に一致し、値がこのエレメントの value 属性に一
致する要求メタデータ エントリが検索されます。見つかった場合、このペイロード エレメントは一致します。

5. matchType が operation の場合、要求の操作名がこのエレメントの key 属性に一致するかどうかが確認されます。一
致した場合、このペイロード エレメントは一致します。

6. matchType が payload の場合、このエレメントの keyStart および keyEnd 属性で指定された境界内で key 属性の値が
検索されます。キーがそれらの境界内で見つかった場合、ペイロード エレメントは一致します。

7. matchType が all の場合、手順 2 ～ 6 が順番に処理され、一致が見つかると停止します。異なる点は、手順 5 および
6 で key 属性の代わりに value 属性が使用されることのみです。

応答ペイロードの場合（レコーディング中）

1. 以前に参照された要求のペイロード エレメントの definesResponse 属性が true に設定されている場合、要求のエレ
メントと同じ名前でタイプが response のペイロード エレメントをすぐに返します。そのようなエレメントが見つか
らない場合、一致は存在しません。

2. 以前に参照された要求のペイロード エレメントの definesResponse 属性が true に設定されて###場合
a. このエレメントの type 属性が response の場合、処理を続行します。それ以外の場合、このエレメントは照合さ
れません。

b. matchType が metaData の場合、キーがこのエレメントの key 属性に一致し、値がこのエレメントの value 属性
に一致する応答メタデータ エントリが検索されます。見つかった場合、このペイロード エレメントは一致しま
す。

c. matchType が payload の場合、このエレメントの keyStart および keyEnd 属性で指定された境界内で key 属性の
値が検索されます。キーがそれらの境界内で見つかった場合、ペイロード エレメントは一致します。

d. matchType が all の場合、手順 b と c が順番に実行され、一致が見つかると停止します。異なる点は、手順 c で
key 属性の代わりに value 属性が使用されることのみです。

応答ペイロードの場合（再生中）
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再生中は、応答に対して一致は確認されません。代わりに、レコーディング中に、一致したものがすべて応答オブジェク
トの Metadata に保存されます。その後、再生中にその応答 オブジェクトが返されると、プロセッサは応答の Metadata
から値を取得し、その名前（および type="response"）のペイロード エレメントを検索して使用します。そのようなエレ
メントが存在しない場合、それは回復不可能なエラーと見なされます。

セクション

ペイロード エレメントが識別された後、プロセッサは各セクション エレメントを上から下まで順番に確認します。この
段階では、一致は確認されません。プロセッサがセクションを完全に処理すると（セクション内のいずれの Copybook
も一致しない場合）、次のセクションに進み、前のセクションに戻ることはありません。

Copybook

一致の最終段階では、ペイロード内のレコードがすべて処理されるまで、このセクション内のどの Copybook を最初に
適用し、次に 2 番目以降に適用する順番を判断します。この段階は、最も複雑な一致段階です。処理は、以下のとおり
です。

1. プロセッサは、セクション内のすべての Copybook エレメントを確認し、order 属性に指定された数値で並べ替えま
す。

2. 最も小さい order の数値を持つ Copybook エレメントのリストが最初に確認されます（ファイルに指定された順
番）。残りのペイロードで、この Copybook エレメントの key 属性の値が検索され、見つかった位置（すべて）のイ
ンデックスが保存されます。残りのペイロードで、この Copybook エレメントの key 属性の値が検索され、見つかっ
た位置（すべて）のインデックスが保存されます。

3. 最も小さい order の数値のリスト内ですべての Copybook が確認され、いずれかが一致した場合、ペイロードで最初
に見つかったものが使用されます。

4. Copybook が一致した場合、以下の処理を行います。
a. 一致する Copybook が、以前にこのペイロードに一致していた場合（ペイロード内の前のレコード）、もう一度
適用できるかどうか max 属性が確認されます。max の値に達している場合、これは一致とは見なされず、次に一
致する Copybook が使用されます。

b. max の値に達していない場合、この Copybook がペイロードに適用され、Copybook によって指定されるバイト
するが処理されます。Copybook に length-field フィールド属性が存在する場合は、レコード内のそのフィールド
の値を使用して処理するバイト数が判断され、プロセッサは手順 2 に戻ります。

5. Copybook が一致しなかった場合、次に小さい order の数値を持つ Copybook のリストが、手順 2、3、4 と同じルー
ルを使用して確認されます。プロセッサは、order の数値のリストに一致する Copybook がないと判断すると、この
ペイロードに対してその order の数値のリスト（このセクション）の処理を再度試行しません。

6. すべてのリストを確認して一致が見つからない（または、ペイロードがバイトを使い果たした）場合、プロセッサは
次のセクションに進みます。

最終処理

ペイロードのすべてのセクションが処理された後、バイトがペイロード内に残されている場合、それらは切り捨てられま
す。

CTG Copybook データ プロトコル

CTG Copybook データ プロトコルは、記録された要求をそれぞれのコンテナ チャンクに分割します。次に、プロセッサ
が Copybook データ プロトコルに各チャンクを送信し、対応する XML で集約します。結果の XML は、コンテナの集約
された XML です。

この例は、CTG Copybook データ プロトコルの使用方法を示しています。

以下の手順に従います。

1. 仮想サービス イメージ レコーダの［基本］タブで、必要なフィールドに入力します。
2. ［Next］をクリックします。
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3. IP アドレスとポートを入力し、［次へ］をクリックします。
データ プロトコルの選択ウィンドウが表示されます。

4. 要求側と応答側の両方に対して CTG Copybook データ プロトコルを選択して、［次へ］をクリックします。
5. ［Next］をクリックします。

6. 要求側の定義で以下のパラメータを入力します。
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– Copybook ファイル定義用のフォルダ。
– ペイロード ファイル定義マップのパス。
– エンコーディング情報。

7. ［Convert file definitions to XML （ファイル定義を XML に変換）］を選択し、［次へ］をクリックします。

8. ［次へ］をクリックしてサービス イメージを完了します。
9. サービス イメージを表示するには、［View Service Image （サービス イメージの表示）］を選択して［終了］をク
リックします。
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完了したサービス イメージが表示されます。

データ非識別化データ プロトコル

トランスポート層が非識別化するデータを「参照」できない場合、VSE はデータ プロトコル ハンドラを提供します。例
として、SOAP over HTTP またはメッセージングでの gzip の使用について考えてみます。VSE に gzip された SOAP 要
求（または応答）が提供された場合、このレベルではデータの非識別化を実行できません。その場合、レコーダにデータ
プロトコルを設定して、必要な gunzip 操作を実行できます。SOAP ボディがプレーン テキストに変換された後に非識別
化を処理するには、データ非識別化プロトコルを追加します。

VSE は通常、できるだけ低いレベルでデータの非識別化を試行します。VSE レコーディング ウィザードの最初のウィン
ドウにある非識別化のためのチェック ボックスは、できるだけ早く非識別化するようにトランスポート プロトコルの試
行を要求します。ただし、トランスポート プロトコルにとって、要求のペイロードが不透明な場合があります。gzip や
FastInfoSet など、ペイロードが圧縮される HTTP メッセージについて考えてみます。この場合、トランスポート プロト
コルは非識別化ルールを適用できません。このデータ非識別化データ プロトコルは、そのような状況に対処するために
作成されています。

データ非識別化データ プロトコルを、データ プロトコル チェーンの要求側、応答側、またはその両方に追加します。こ
のプロトコルは、別のプロトコルが不透明なペイロードを読み取り可能なものに変換した後に追加します。このデータ
プロトコルは、レコーディング専用に意図されており、再生では使用されません。要求または応答がそれぞれプロトコル
ハンドラに渡されると、LISA_HOME\desensitize.xml で指定されたすべての非識別化ルールが適用されます。

このプロトコルは設定情報を必要としないため、レコーディング ウィザードではウィンドウが表示されません。

区切りテキスト データ プロトコル

区切りテキスト データ プロトコルにより、区切りテキスト データを引数および値に解析できます。このプロトコルは、
要求または応答のボディを取得し、それを解析して、ボディを解析されたデータの XML 表現に置き換えます。以下に例
を示します。

“name1=val1;name2=val2”

は、以下のようになります。

<name1>val1</name1><name2>val2</name2>

以下の手順に従います。

1. 仮想サービス イメージ レコーダの［基本］タブに入力します。
2. 要求側と応答側の両方で［区切りテキスト データ プロトコル］を選択します。
3. レコーディングが完了したら、区切りテキスト要求の形式を選択します。

– 名前/値ペア
名前/値ペアの間の区切り文字、および名前と値の間の区切り文字を定義します。たとえば、データが

"name1=val1,name2=val2,name3=val3"

ペアの間の区切り文字はカンマであり、名前と値の間の区切り文字は等号です。
– 値リスト
値の間の区切り文字を定義します。2 種類のリストを使用できます。
• テキスト区切り文字によって分離された値のリスト。
たとえば、データが
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    "val1,val2,val3,val4"   

区切り文字はカンマです。パラメータは、位置に基づいて命名されます。
– 改行文字（キャリッジ リターン、ライン フィードなど）によって分離された値のリスト。
パラメータは、位置に基づいて命名されます。

– 固定幅
データ フィールドの幅を定義します（整数値）。パラメータは、位置に基づいて命名されます。

– 正規表現区切り
値を検出する正規表現を定義します。たとえば、データが

"xxxx123xxx456xx789"

「\d\d\d」という正規表現によって「123」、「456」、および「789」が値として検出され、残りは破棄されま
す。パラメータは、位置に基づいて命名されます。

– 行区切り
4. 以下のフィールドに入力します。

– フィールド名パス
番号付けされたフィールド名のリストを指定する行区切りドキュメントである、フィールド名ドキュメントの位置
を定義します。デフォルトでは、フィールド名は value1、value2、value3 などになります。それらの XML エレ
メントに異なる名前を指定するには、フィールド名ドキュメントを使用します。

– 区切り文字タイプ
名前/値ペアおよび値リストを分離するために使用される区切り文字のタイプを定義します。指定された区切り文
字に基づいて、テキストまたは 16 進の区切り文字が自動的に選択されます。
値： 任意の英数字と以下の表現
• \r（キャリッジ リターン）
• \n（改行）
• \t（タブ）
また、16 進表記を使用して区切り文字を指定することもできます。

NOTE
XML 1.0 で有効な区切り文字のみを使用できます。印刷できない制御文字を指定すると、サービス イ
メージを使用できなくなります。

– XML エレメントを要求引数として設定する
パラメータおよび関連する値を引数として要求に追加するかどうかを指定します。
値:
• オン： パラメータおよび関連する値が引数として要求に自動的に追加されます。
• オフ： ジェネリック XML ペイロード パーサ（または類似のプロトコル）を使用して、引数となる値を選択す
る必要があります。

NOTE
応答側で区切りテキスト データ プロトコルが使用される場合、このチェック ボックスは無効になりま
す。

5. ［Next］をクリックします。
名前/値ペアは XML で表されます。ここで、トランザクションをダブルクリックして、そのトランザクションのコン
テンツを表示できます。

6. 要求側に対する方法と同じ方法で、応答側の区切り文字を設定します。
処理が完了すると、XML に変換された仮想サービス イメージとペイロードを参照できます。

NOTE

詳細情報：
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• ジェネリック XML ペイロード パーサ データ プロトコル

EDI X12 データ プロトコル

EDI X12 データ プロトコルは、ANSI X12 EDI ドキュメントを、要求のボディ内の XML 表現に変換します。また、DPH
は特定のドキュメント バージョン（たとえば、004010）と結合された EDI ドキュメント タイプ（たとえば、835）、お
よび一連の VSE 要求引数から構成される、VSE 要求操作を作成します。これらの要求引数は、XML ボディのフラット
な表現です。これらは、XML エレメントを組み合わせて形成されます。各エレメントは、タグ用の「_」、または各タグ
属性の引数名およびその値のエレメント値用の「@」で区切られます。

たとえば、以下の ANSI X12 EDI 850 ドキュメントのようになります。

ISA*00* *00* *ZZ*0011223456 *ZZ*999999999 *990320*0157*U*00300*000000015*0*P*~$

GS*PO*0011223456*999999999*950120*0147*5*X*003040$

ST*850*000000001$

BEG*00*SA*95018017***950118$

N1*SE*UNIVERSAL WIDGETS$

N3*375 PLYMOUTH PARK*SUITE 205$

N4*IRVING*TX*75061$

N1*ST*JIT MANUFACTURING$

N3*BUILDING 3B*2001 ENTERPRISE PARK$

N4*JUAREZ*CH**MEX$

N1*AK*JIT MANUFACTURING$

N3*400 INDUSTRIAL PARKWAY$

N4*INDUSTRIAL AIRPORT*KS*66030$

N1*BT*JIT MANUFACTURING$

N2*ACCOUNTS PAYABLE DEPARTMENT$

N3*400 INDUSTRIAL PARKWAY$

N4*INDUSTRIAL AIRPORT*KS*66030$

PO1*001*4*EA*330*TE*IN*525*VN*X357-W2$

PID*F****HIGH PERFORMANCE WIDGET$
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SCH*4*EA****002*950322$

CTT*1*1$

SE*20*000000001$

GE*1*5$

   

結果の VSE 要求オブジェクトには、以下のものが含まれます。

操作： 850-00340

引数： 以下の名前/値ペアのサブセットになります。

interchange_sender_address <null>

interchange_sender_address@Id   0011223456  

interchange_sender_address@Qual ZZ  

interchange_receiver_address <null>

interchange_receiver_address@Id 999999999   

interchange_receiver_address@Qual   ZZ  

interchange_group_transaction_segment_element_1 00

...

ボディ： 以下のように構造化されます。このドキュメントでは、XML ドキュメントは可読性を考慮して整形されていま
す。要求ボディには、改行やインデントなどの整形要素は含まれていません。

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

<ediroot>

    <interchange Standard="ANSI X.12" Date="990320" Time="0157" StandardsId="U" Version="00300"

        Control="000000015">

        <sender>

            <address Id="0011223456 " Qual="ZZ"/>

        </sender>
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        <receiver>

            <address Id="999999999 " Qual="ZZ"/>

        </receiver>

        <group GroupType="PO" ApplSender="0011223456" ApplReceiver="999999999" Date="950120"

            Time="0147" Control="5" StandardCode="X" StandardVersion="003040">

            <transaction DocType="850" Name="Purchase Order" Control="000000001">

                <segment Id="BEG">

                    <element Id="BEG01">00</element>

                    <element Id="BEG02">SA</element>

                    <element Id="BEG03">95018017</element>

                    <element Id="BEG06">950118</element>

                </segment>

                <loop Id="N1">

                    <segment Id="N1">

                        <element Id="N101">SE</element>

                        <element Id="N102">UNIVERSAL WIDGETS</element>

                    </segment>

                    <segment Id="N3">

                        <element Id="N301">375 PLYMOUTH PARK</element>

                        <element Id="N302">SUITE 205</element>

                    </segment>

                    <segment Id="N4">

                        <element Id="N401">IRVING</element>

                        <element Id="N402">TX</element>

                        <element Id="N403">75061</element>
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                    </segment>

                </loop>

                <loop Id="N1">

                    <segment Id="N1">

                        <element Id="N101">ST</element>

                        <element Id="N102">JIT MANUFACTURING</element>

                    </segment>

                    <segment Id="N3">

                        <element Id="N301">BUILDING 3B</element>

                        <element Id="N302">2001 ENTERPRISE PARK</element>

                    </segment>

                    <segment Id="N4">

                        <element Id="N401">JUAREZ</element>

                        <element Id="N402">CH</element>

                        <element Id="N404">MEX</element>

                    </segment>

                </loop>

                <loop Id="N1">

                    <segment Id="N1">

                        <element Id="N101">AK</element>

                        <element Id="N102">JIT MANUFACTURING</element>

                    </segment>

                    <segment Id="N3">

                        <element Id="N301">400 INDUSTRIAL PARKWAY</element>
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                    </segment>

                    <segment Id="N4">

                        <element Id="N401">INDUSTRIAL AIRPORT</element>

                        <element Id="N402">KS</element>

                        <element Id="N403">66030</element>

                    </segment>

                </loop>

                <loop Id="N1">

                    <segment Id="N1">

                        <element Id="N101">BT</element>

                        <element Id="N102">JIT MANUFACTURING</element>

                    </segment>

                    <segment Id="N2">

                        <element Id="N201">ACCOUNTS PAYABLE DEPARTMENT</element>

                    </segment>

                    <segment Id="N3">

                        <element Id="N301">400 INDUSTRIAL PARKWAY</element>

                    </segment>

                    <segment Id="N4">

                        <element Id="N401">INDUSTRIAL AIRPORT</element>

                        <element Id="N402">KS</element>

                        <element Id="N403">66030</element>

                    </segment>

                </loop>

                <loop Id="PO1">
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                    <segment Id="PO1">

                        <element Id="PO101">001</element>

                        <element Id="PO102">4</element>

                        <element Id="PO103">EA</element>

                        <element Id="PO104">330</element>

                        <element Id="PO105">TE</element>

                        <element Id="PO106">IN</element>

                        <element Id="PO107">525</element>

                        <element Id="PO108">VN</element>

                        <element Id="PO109">X357-W2</element>

                    </segment>

                    <loop Id="PID">

                        <segment Id="PID">

                            <element Id="PID01">F</element>

                            <element Id="PID05">HIGH PERFORMANCE WIDGET</element>

                        </segment>

                    </loop>

                    <loop Id="SCH">

                        <segment Id="SCH">

                            <element Id="SCH01">4</element>

                            <element Id="SCH02">EA</element>

                            <element Id="SCH06">002</element>

                            <element Id="SCH07">950322</element>

                        </segment>
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                    </loop>

                </loop>

                <loop Id="CTT">

                    <segment Id="CTT">

                        <element Id="CTT01">1</element>

                        <element Id="CTT02">1</element>

                    </segment>

                </loop>

            </transaction>

        </group>

    </interchange>

</ediroot>

ジェネリック XML ペイロード パーサ データ プロトコル

ジェネリック XML ペイロード パーサ データ プロトコルは、要求と応答が XML 文字列であることを識別します。この
プロトコルを使用すると、レコーダが使用する XML メッセージから変数を識別できます。

NOTE
区切りテキスト データ プロトコルおよび Copybook データ プロトコルについては、この機能は、データ プロ
トコル設定ウィンドウで［XML エレメントを要求引数として設定する］チェック ボックスをオンにすることに
より有効になります。

会話およびトランザクションの識別

記録されたサービス イメージの品質は、会話およびその個別トランザクションを識別するための情報が VSE にどれだけ
存在するかに直接依存します。具体的には、VSE には、トランザクションを互いに区別するための支援が必要です。

• 会話の一部として： セッションを表す一意の ID を識別します。
• 個別の操作として： 操作のセマンティックに固有の情報を識別します。たとえば、「順番の作成」操作と「順番のリ
スト」操作を区別します。

VSE は、検索する多くのパターンを内部で認識しています。たとえば、HTTP 仮想化では、（サーバが Java サーバの場
合） VSE は sessionid という名前の特殊な変数の値を含む Cookie を設定します。sessionid 変数は、セッションを一意
に識別します。VSE は、この変数を使用して、さまざまなセッションを区別できます。

ただし、VSE には、以下のように提供される追加支援が必要なことがあります。
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• HTTP レコーディングでは、VSE でトークンを識別できます。
• JMS プロトコルには、VSE がこの識別のために、JMS 相関 ID、カスタム JMS ヘッダ、またはすべての JMS ヘッダ
を使用することを指定できます。

• VSE では、メッセージ自体から有意な情報を取得できる動的データ プロトコルを指定できます。以下のセクションで
は、この技術について説明します。

ジェネリック XML ペイロード パーサの使用は、VSE が記録されたメッセージ（ペイロード）のボディを確認し、トラ
ンザクションの識別に役立つ有意な情報を抽出することを支援する技術です。特に、WebSphere MQ ネイティブ プロ
トコルなどの不透明なプロトコルでは、この技術は、会話の有意な情報を取得するただ 1 つの方法である場合がありま
す。

NOTE
ジェネリック XML ペイロード パーサと区切りテキスト データ プロトコルの両方を使用する場合は、ジェネ
リック XML ペイロード パーサの前に区切りテキスト データ プロトコルを追加します。そうしない場合、レ
コーダに解析された要求が表示されません。

以下の手順に従います。

1. 動的データ プロトコルを使用するには、ペイロードが整形式 XML の場合、仮想サービス イメージ レコーダの［デー
タ プロトコル］タブで［ジェネリック XML ペイロード パーサ］を選択します。

2. クリーンアップ ステップまで、残りのステップを実行します。
クリーンアップ ステップの後、以下のウィンドウが表示されます。
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デフォルトでは、スタータ トランザクションは識別されません。そのため、 は、会話を識別するためにレビューす
るデータがどれなのかを認識していません。ただし、［他のトランザクション］リストには、記録されたトランザク
ションが表示されます。

3. ［コンテンツ］領域で XML ペイロードを表示するには、最初のトランザクションをクリックします。
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［コンテンツ］領域の［XML］タブには、クラシック XML ビューが表示されます。［DOM ツリー］タブには、ペイ
ロードがツリー形式で表示されます。

NOTE
ウィンドウのこの部分は、XML XPath フィルタの作成時に表示されるパネルに似ています。「XML XPath
フィルタ」に説明されているように、lisa.xml.xpath.computeXPath.alwaysUseLocalName プロパティを
使用してネームスペースを無視することができます。

4. VSE のパラメータとして特定のノードを指定するには、［DOM ツリー］タブの
ノードをクリックします。［XPATH クエリ］ボックスに、選択したノードに対
応するクエリが表示されます。現在のペイロードの XPath クエリを評価するに

は、
をクリックします。
評価結果は［フィルタ実行結果］見出しの下に表示されます。

5. この XPath クエリをパラメータ リストに追加するには、［追加］

をクリックします。
操作、引数、メタ パラメータ、または要求ボディを設定するメニューが表示されます。たとえば、このメニューを使
用して要求ボディに埋め込まれた SOAP ドキュメントを選択し、WS SOAP プロトコルを使用してドキュメントを解
析できるようにします。
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6. ［プロトコル制御情報］をクリックします。 は識別された XPath 文字列を記憶していて、
その文字列に引数名を付与しました。引数名は変更できます。また、このパネルの［保存］

ボタンおよび［Restore］

ボタンを使用して、XPath のリストをファイルに保存するか、または XPath のリストをファイルからロードします。
保存およびロードによって、ある XML ペイロード パーサから別のパーサに容易にコピーして貼り付けることができ
ます。
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同様に、このトランザクションまたはほかのトランザクションから、その他の変数を取り出すことができます。すべ
てのトランザクションが特定の引数を持つ必要はありません。処理の時点で、ペイロードに特定の引数が存在しない
場合、それは無視されます。
［プロトコル制御情報］パネルを右にスクロールすると、ネームスペースの定義を追加または編集できる［NS］列が
表示されます。ファイル システムで XML ファイルを検索してインポートし、そのファイルのネームスペース定義を
使用するには、［参照］ボタンを使用します。

7. ［XML］タブでトランザクションをダブルクリックすると、ダイアログ ボックスにトランザクションのコンテンツが
表示されます。

8. 変数の選択が完了したら、［次へ］をクリックします。
後処理ウィンドウが表示されます。

JSON データ プロトコル

JSON データ プロトコルは、JSON データを同等の XML に変換するため、および XML データを JSON 形式に変換する
ために使用されます。

JSON データが XML に変換されると、XML をサポートする他のデータ プロトコルを使用することができます。たとえ
ば、ジェネリック XML ペイロード パーサ データ プロトコルを使用することができます。
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データ プロトコル ハンドラの結果は、要求、応答、またはそれに渡された TransientResponse オブジェクトのボディに
格納されます。通常、そのオブジェクトは lisa.vse.request または lisa.vse.response に格納されます。

たとえば、このデータ プロトコルは以下の JSON データを変換します。

[

    {"organizationType":"W",    

     "parentOrganizationType":"S",  

     "parentUnitNbr":777,   

     "positionName":"S",    

     "positionType":"S",    

     "positionTypeId":56,   

     "unitNbr":433, 

     "l":   

        [{"Roles":["P","P1","P2","S","C","AC","ACF","ACM"]}],   

     "groupKey":"P",    

     "groupName":"P"    

    }   

]

以下の XML に変更します。

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

<root>

    <element class="object">    

        <groupKey type="string">P</groupKey>    

        <groupName type="string">P</groupName>  

        <l class="array">   

            <element class="object">    

                <Roles class="array">   

                    <element type="string">P</element>  

                    <element type="string">P1</element> 

                    <element type="string">P2</element> 

                    <element type="string">S</element>  

                    <element type="string">C</element>  

                    <element type="string">AC</element> 

                    <element type="string">ACF</element>    

                    <element type="string">ACM</element>    

                </Roles>    

            </element>  

        </l>    

        <organizationType type="string">W</organizationType>    

        <parentOrganizationType type="string">S</parentOrganizationType>    

        <parentUnitNbr type="number">777</parentUnitNbr>    

        <positionName type="string">S</positionName>    

        <positionType type="string">S</positionType>    

        <positionTypeId type="number">56</positionTypeId>   

        <unitNbr type="number">433</unitNbr>    

    </element>  

</root>
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要求データ コピー データ プロトコル

要求データ コピー データ プロトコルでは、現在のインバウンド要求から現在のテスト コンテキストにデータをコピー
できます。この機能では、VS モデルの VSE 応答ルックアップ ステップの前にカスタム動作が必要な場合、より容易に
要求情報を確認できます。

要求データ マネージャ データ プロトコル

要求データ マネージャ データ プロトコルでは、レコーディングまたは再生時に VSE 要求を変更できます。

［データ プロトコル］ウィンドウで、データ プロトコルに［要求データ マネージャ］を選択します。レコーディングが
完了すると、以下のウィンドウが表示されます。
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基本的に、このプロトコルは、要求に対してアクションのリストを適用します。このウィンドウの［ActionList （アク
ション リスト）］セクションで以下のアクションを追加できます。

• コピー
要求のデータの一部を、要求の別の部分にコピーします。

• 移動
要求のデータの一部を、要求の別の部分に移動します。

• 削除
要求からデータの一部を削除（クリア）します。

• 保存
要求のデータの一部を保存し、そのグループのその他のデータ値を削除します。

どのアクションも、要求操作の、任意の引数、属性、メタデータ エントリ、または要求ボディのすべてに適用できま
す。たとえば、Java（引数として XML ドキュメントを取る）を仮想化する場合、要求ボディに引数の値を移動またはコ
ピーできます。これにより、その他のデータ プロトコルで引数を処理できるようになります。

NOTE
引数、属性、およびメタデータでは、［保存］アクションが最も重要です。これらの 3 つのグループの 1 つか
ら特定の値を保存する場合、データ プロトコルのリスト内のいずれのアクションによっても参照されないその
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グループ内のその他の値が削除されます。1 つの引数を保存する場合、移動またはコピーの対象でない限り、
その他の引数が削除されます。この技術は、無意味な引数を削除する良い方法です。

また、各アクションは、その操作が指定した正規表現に一致する要求にのみ適用するように制限できます。

要求データ マネージャ データ プロトコルを含むレコーディング ウィザードまたはモデル エディタで、「保存」アク
ションまたは「削除」アクション、あるいはその両方を追加します。［引数］/［属性］/［メタデータ］を選択し、名前
として一致する正規表現を指定します。また、［##］となっているセルを［##］に変更する必要があります。データ プ
ロトコルが実行されると、名前がパターンに一致する引数、属性、またはメタデータ リストで、項目がすべて保存され
るか削除されます。アクションに関する操作一致パターンを空のままにすると、すべての要求に影響します。

このトランザクションのリストでトランザクションをダブルクリックすると、トランザクションのコンテンツを示すダイ
アログ ボックスが表示されます。
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要求データ マネージャ データ プロトコルを使用した JMS および MQ メッセージ プロパティの設定

レコーディングが完了した後、要求データ マネージャ ウィンドウを使用して、要求引数にターゲットの JMS メッセー
ジ プロパティを追加します。JMS メッセージ プロパティは、相関 ID などの標準 JMS プロパティに対する msg. プレ
フィックス、およびカスタム メッセージ プロパティに対する msg.props. プレフィックスを持つ要求メタ データの下に
あります。要求引数にプロパティをコピーするには、ドロップダウン リストから［引数］を選択します。
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WebSphere MQ は同じ方法で動作します。

引数の代わりにステートフル セッション キーを設定するには、ドロップダウンから［セッション キー］を選択します。

単一の要求データ マネージャ データ プロトコルを使用して、任意の数の引数とセッション キーを同時に設定できま
す。
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REST データ プロトコル

REST は、HTTP プロトコルを使用して Web サービスを呼び出す方法です。

詳細については、「REST データ プロトコル ハンドラ」を参照してください。

 

スクリプタブル データ プロトコル

スクリプタブル データ プロトコルは、要求、応答、またはその両方に対して少しの処理が必要な状況で使用できます。
サンプル スクリプトは BeanShell で記述されています。スクリプトは、Application Test がサポートする任意のスクリプ
ト言語で作成できます。 

スクリプト用に BeanShell 以外の言語を指定するには、スクリプトの最初の行に言語を入力します。

値:

• applescript （OS X 用）
• beanshell
• freemarker
• groovy
• javaScript
• velocity

フォーマット：

%language%

デフォルト： beanshell

追加のスクリプト言語を使用するには、「追加のスクリプト言語の有効化」を参照してください。

要求側でスクリプタブル データ プロトコルを指定すると、以下のウィンドウが表示されます。
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応答側では、レコーディング用と再生用に 2 つのスクリプトを使用できます。「応答 - レコーディング」スクリプトを使
用して、記録された応答を、VSE が処理できる形式に変換できます。次に、処理された後、「応答 - 再生」スクリプト
を使用して、テスト中のシステムが予期している形式に戻すことができます。
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独自のスクリプトを追加して、要求、応答、またはその両方に対して任意のアクションを実行できます。

SWIFT データ プロトコル

SWIFT データ プロトコルは、以下のアクションを実行します。

• SWIFT メッセージを XML 表現に変換します
• SWIFT メッセージの XML 表現をそのネイティブ形式に変換します

たとえば、このデータ プロトコルは以下の SWIFT メッセージを変換します。

{1:F01BANKDEFMAXXX2039063581}{2:O1031609050901BANKDEFXAXXX89549829458949811609N}{3:
{108:00750532785315}}{4:

:16R:GENL

:20C::SEME//YOUR REFERENCE
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:16S:GENL

:16R:SETDET

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:97A::SAFE//YYYY

:16S:SETPRTY

:16S:SETDET

-}

以下の XML に変更します。

<message>

<block1>

   <applicationId>F</applicationId><serviceId>01</serviceId>

   <logicalTerminal>BANKDEFMAXXX</logicalTerminal>

   <sessionNumber>2039</sessionNumber>

   <sequenceNumber>063581</sequenceNumber>

</block1>

<block2 type=\"output\">

   <messageType>103</messageType>

   <senderInputTime>1609</senderInputTime>

   <MIRDate>050901</MIRDate>

   <MIRLogicalTerminal>BANKDEFXAXXX</MIRLogicalTerminal>

   <MIRSessionNumber>8954</MIRSessionNumber>

   <MIRSequenceNumber>982945</MIRSequenceNumber>

   <receiverOutputDate>894981</receiverOutputDate>
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   <receiverOutputTime>1609</receiverOutputTime>

   <messagePriority>N</messagePriority>

</block2>

<block3>

   <BLOCK3_108>00750532785315</BLOCK3_108>

</block3>

<block4>

   <GENL>

      <GENL_20C>:SEME//YOUR REFERENCE</GENL_20C>

   </GENL>

   <SETDET>

      <SETDET_22F>:SETR//TRAD</SETDET_22F>

      <SETPRTY>

         <SETPRTY_97A>:SAFE//YYYY</SETPRTY_97A>

      </SETPRTY>

   </SETDET>

</block4>

</message>

SWIFT メッセージの一部のフィールドに日付が含まれる場合、このデータ プロトコルは  がマジック デートの候補とし
て識別できる形式で日付を再フォーマットします。

以下の例は、このデータ プロトコルが日付を確認するフィールドを示しています。

:98A::SETT//19911130

:98C::TRAD//20140117125901

:98E::PREP//20091107093238,02/N0230
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:32A:870902JPY3520000,

:30:640123

このデータ プロトコルは、これらの行を以下の XML に変換します。

<BLOCK4_98A>:SETT//1991-11-30</BLOCK4_98A>

<BLOCK4_98C>:TRAD//2014-01-17 12:59:01</BLOCK4_98C>

<BLOCK4_98E>:PREP//2009-11-07T09:32:38.020-0230</BLOCK4_98E>

<BLOCK4_32A>1987-09-02 JPY3520000,</BLOCK4_32A>

<BLOCK4_30>2064-01-23</BLOCK4_30>

サービス イメージには、マジック デートとして表される日付が含まれます。

SWIFT 会話

SWIFT トランザクション用のセッション キーを生成するために、SWIFT データ プロトコルはメッセージ ボディから情
報を抽出します。このプロトコルは、SWIFT メッセージの参照（mesg_ref）および処理の参照（deal_ref）を抽出する
以下のルールを使用し、それらを組み合わせてセッション キーを生成します。

1. フィールド 70E がフォーム :SPRO///xxxREF/< mesg_ref >/< deal_ref > で見つかった場合、それらはここから抽出
されます。

2. フィールド 20C がフォーム :RELA//< mesg_ref > で見つかり、2 番目のフィールド 20C がフォーム :TRRF//<
deal_ref > で見つかった場合、それらはここから抽出されます。

3. フィールド 26H がフォーム < msg_ref >/< deal_ref > で見つかった場合、それらはここから抽出されます。

このデータ プロトコルは、順番にこれらのルールを適用します。それらの 1 つが満たされた場合、フォーム < message
ref >/< deal ref > でセッション キーが作成されます。ルールのどれも満たされない場合、このデータ プロトコルはトラ
ンザクションをステートレスとして処理し、セッション キーを作成しません。

Web サービス ブリッジ データ プロトコル

Web サービス ブリッジ データ プロトコルは、サンプルの  Travel 専用です。このプロトコルはこのサンプルに固有であ
り、一般的なケースには役立ちません。サンプルの  Travel 以外では、このプロトコルは無視してもかまいません。

Web サービス（SOAP）データ プロトコル

Web サービス SOAP データ プロトコルは、XML 形式の SOAP ドキュメントを要求の適切な操作/引数タイプに変換しま
す。

データ プロトコルに提示された各要求では、テキスト形式の要求ボディを XML ドキュメントとして解析するよう試行さ
れます。ボディが有効な XML ドキュメントの場合で、トップレベルのエレメントがエンベロープの場合、データ プロト
コルは、子エレメントのヘッダとボディの両方を検索します。

SOAP エンベロープにヘッダ エレメントが含まれる場合、データ プロトコルは、ヘッダ内の返信先エレメントを検索し
ます。次に、返信先エレメント下で、このデータ プロトコルはアドレス エレメントを確認します。アドレス エレメント
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が存在する場合、その値は、現在の VSE 要求に対するメタデータ リストに「lisa.vse.reply.to」という名前で設定され
ます。

SOAP エンベロープにボディ エレメントが含まれる場合、ボディ エレメントの最初の子のタグ名が VSE 要求の操作名
になります。操作を特定できない場合、現在の要求に対するアクションは発生しません。

操作エレメントにいずれかの XML 属性が含まれる場合、これらの属性が、現在の VSE 要求の属性リストに追加されま
す。

XML 属性をリストに追加した後、データ プロトコルは、操作エレメントの下の XML エレメントのツリー全体を確認し
ます。子エレメントを持たないすべてのエレメントが、引数として VSE 要求に追加されます。各引数の名前は、すべて
の親エレメント タグ（操作エレメントまで）を使用して構成することにより、一意性が確保されます。同じ名前が 2 回
以上出現する場合は、数値のサフィックスが追加されます。数値のサフィックスは、配列の構造体を示し、特定の引数の
一意性を確保します。

最後に、元の XML ドキュメント（要求ボディ）が、「recorded_raw_request」という名前の VSE 要求内の新しい属性
にコピーされます。

このデータ プロトコル ハンドラは設定情報を必要としないため、レコーディング ウィザードではページが表示されませ
ん。

Web サービス（SOAP ヘッダ）データ プロトコル

SOAP ヘッダ データ プロトコルは、SOAP メッセージのヘッダのエレメントを、仮想サービス イメージ内の要求の引
数に変換します。このデータ プロトコルは、SOAP メッセージを生成する任意のトランスポート プロトコル（通常は
HTTP/S）と互換性があります。

SOAP ヘッダ データ プロトコルを使用するには、レコーディングまたは要求/応答ペアから VS イメージを生成します。
通常、HTTP/S トランスポート プロトコルを使用します。要求側データ プロトコルとして、SOAP ヘッダ データ プロト
コルを追加します。このデータ プロトコルは、追加の設定を必要としません。

このデータ プロトコルは、SOAP ヘッダと SOAP ボディの両方の処理に SOAP データ プロトコルと共に使用できま
す。

引数には、XML の構造に基づいて名前が付けられます。

例

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<soapenv:Header>

<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
wssecurity-secext-1.0.xsd">

<wsse:UsernameToken>

<wsse:Username>username</wsse:Username>

<wsse:Password>password</wsse:Password>

</wsse:UsernameToken>

</wsse:Security>
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<n1:ServiceControl xmlns:n1="http://localhost:8080/examples.xsd">

<n1:VersionID>2.0</n1:VersionID>

<n1:Asynchronous>

<n1:ReplyRequiredIndicator>false</n1:ReplyRequiredIndicator>

<n1:PassThroughData>

<n1:Key>InteractionID</n1:Key>

<n1:Value>444831</n1:Value>

</n1:PassThroughData>

</n1:Asynchronous>

</n1:ServiceControl>

</soapenv:Header>

...

この例は、以下の名前のエレメントに解析されます。

• Security_UsernameToken_Username
• Security_UsernameToken_Password
• ServiceControl_VersionID
• ServiceControl_Asynchronous_ReplyRequiredIndicator
• ServiceControl_Asynchronous_PassThroughData_Key
• ServiceControl_Asynchronous_PassThroughData_Value

重複したエレメントには、名前に _1、_2 などが追加されます。

WS セキュリティ要求データ プロトコル

WS セキュリティ要求データ プロトコルは、WS-Security ヘッダを含む SOAP メッセージをサポートします。このデー
タ プロトコルは、仮想化フレームワークに従って SOAP 要求を送信する前にすべてのセキュリティを解除します。次
に、WS セキュリティ要求データ プロトコルは、送信する SOAP 応答にセキュリティを適用します。

WS-Security ヘッダを持つ Web サービスを記録する場合、WS セキュリティ要求（要求側）データ プロトコル（通常は
Web サービス SOAP データ プロトコルの前）と WS セキュリティ応答（応答側）データ プロトコルを追加します。

記録する前に、設定パネル セットが表示されます。

• WS セキュリティ要求用に 1 つ
• WS セキュリティ応答データ プロトコル用に 2 つ
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要求データ プロトコル

要求データ プロトコルに対して、クライアントが送信する要求メッセージを処理するハンドラを設定します。ヘッダの
デコードおよび検証に使用する受信アクションを入力します。この設定は、レコーディングと再生の両方に使用されま
す。

受信（応答）メッセージに使用可能なオプションは、以下のとおりです。

• 復号化
• 署名検証
• SAML 検証
• ユーザ名トークン検証
• タイムスタンプ受信
• シグネチャ確認

送信（要求）メッセージに使用可能なオプションは、以下のとおりです。

• タイムスタンプ
• ユーザ名トークン
• SAML トークン
• シグネチャ トークン
• 暗号化

暗号化を使用するには、以下の情報を入力します。

• キーストア ファイル
暗号化に使用するキーストア ファイルを指定します。

• キーストア タイプ
キーストア タイプを指定します。
値:

• Java キー ストア
– Personal Information Exchange （PKCS #12）

• キーストア パスワード
指定したキーストア ファイルに関連付けられたパスワードを定義します。

• キーストア エイリアス
公開鍵のエイリアスを指定します。

• エイリアス パスワード
PKCS #12 ファイルのエイリアス パスワードを定義します。この値を空白のままにするか、［キーストア パスワー
ド］に指定したのと同じ値を入力します。

［WS-I BSP 準拠］チェック ボックスは、WS-I Basic Security Profile への準拠を検証するかどうかを示します
（SignedInfo の InclusiveNamespaces と CanonicalizationMethod の使用を含む）。

キーストア情報を検証するには、［検証］ボタンをクリックします。
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応答データ プロトコル

応答データ プロトコルに対しては、レコーディング中にライブ サービスから返信される応答メッセージ、および VSM
から返信される応答メッセージを処理するようにハンドラを設定します。レコーディング段階では、クライアントが実行
するように応答 メッセージを処理する必要があります。

［タイムスタンプの追加］チェック ボックスをオンにします。

• 有効期間（秒）
メッセージの有効期間を秒単位で定義します。有効期限エレメントを含まないようにするには、「0」を入力します。

• タイム スタンプでミリ秒を使用する
タイム スタンプをミリ秒単位で出力するかどうかを指定します。
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NOTE
一部の Web サービス（WSE 2.0 を使用する .NET 1.x/2.0 など）は標準のタイムスタンプ形式に準拠してお
らず、ミリ秒を使用できません。これらの Web サービスについては、［タイムスタンプでミリ秒を使用す
る］チェック ボックスをオフにします。

  

再生中には、サーバが送信するのに伴ってメッセージを処理する必要があります。VSM からの SOAP メッセージには、
セキュリティ ヘッダがありません。この設定は、セキュリティ ヘッダを適用します。
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レコーディングが完了した後、仮想サービス モデルが作成されます。このモデルでは、WS セキュリティ要求データ プ
ロトコルの HTTP/S リスン ステップに、データ プロトコル フィルタが追加されています。

再生用のすべてのセキュリティ設定情報を更新します。たとえば、サービスで WS セキュリティ設定が異なる場合、仮
想サービスを再度記録する代わりに、ここでそれらを更新できます。
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VSM では、WS セキュリティ応答データ プロトコルの HTTP/S 応答ステップにもフィルタが追加されます。

再生用のすべてのセキュリティ設定情報を応答メッセージ用に更新できます。

ファイルにセキュリティ設定を保存するか、またはセキュリティ設定が含ま
れる保存ファイルをロードするには、［ロード］

および［保存］

を使用します。

XML データ プロトコル

XML データ プロトコルは、XML ドキュメントを適切な要求の操作/引数タイプに変換します。

このデータ プロトコル ハンドラは、Web サービス（SOAP）データ プロトコルと同様に動作します。このデータ プロ
トコルは設定情報を必要としないため、レコーディング ウィザードではウィンドウが表示されません。

XML データ プロトコルは、XML ドキュメントの高速処理に一般的に使用されます。このデータ プロトコルは、ドキュ
メント内のすべてのタグを一意に命名された引数に抽出します。これにより、一致のデバッグが困難（および低速）にな
る場合があるため、要求の特定の有用または重要な値のみを「保存」するよう定義された要求データ マネージャ データ
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プロトコルと共にデータ プロトコルを展開することが一般的です。XML データ パーサは、検出されたタグの属性に基づ
く引数を抽出しません。

個々のエレメントの抽出に XPATH 式を使用する、ジェネリック XML パーサの使用を検討してください。XPATH の使用
は大きな負担になりますが、このパーサの方が柔軟なので、両方を試す価値はあります。

サービス イメージの編集
仮想サービス イメージ レコーダはサービス イメージを生成します。サービス イメージは、ユーザが記録したもの（記
録された RAW トラフィックの操作または変更されたバージョン）のように振る舞います。

6.0 より前の VSE リリースのサービス イメージが存在する場合は、それらのサービス イメージをエクスポートします。
エクスポートを行うことにより、それらが以前のバージョンのデータベースから、現在のリリースで格納されるファイル
システムに移動します。詳細については、「レガシー サービス イメージ」を参照してください。

サービス イメージを開くと、サービス イメージ エディタでイメージを変更できます。

以下の手順に従います。

1. プロジェクト パネルでサービス イメージを右クリックし、［開く］を選択します。
サービス イメージ エディタが開きます。

2. 選択したサービス イメージを確認し、必要な変更を行います。

NOTE
サービス イメージ名の横の［開く］をクリックすることにより、VSM の応答選択ステップからエディタにアク
セスすることもできます。

 

 

レガシー サービス イメージ

6.0 より、サービス イメージはデータベースに格納されません。 5.0 のサービス イメージを  6.0 以降で使用する必要が
ある場合には、以下の手順に従います。

1. 5.0 を使用して、それらのサービス イメージをエクスポートします。
2. バージョンの後続バージョンで、プロジェクト ツリー ショートカット メニューの［インポート］アイテムを使用し
て、それらのサービス イメージをインポートします。

NOTE
5.0 からエクスポートされたサービス イメージの拡張子は .xml です。エクスポートされたこのサービス イ
メージを  6.0 以降の有効なサービス イメージにするには、拡張子を .vsi に変更します。

［サービス イメージ］タブ

サービス イメージ エディタの［サービス イメージ］タブには、以下のフィールドがあります。

• イメージ名
現在のサービス イメージの名前を識別します。

• 作成日
サービス イメージが作成された日時を識別します。

• 最終変更日
サービス イメージが最後に変更された日時を識別します。

• メモ
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サービス イメージに関するドキュメントを表示します。
• 推定メモリ使用量
サービス イメージに必要な推定メモリ量を識別します。

• 不明な会話型要求用の応答
再生での不明な会話型要求に対する応答用のボディ、メタデータ、および反応時間を表示します。

• 不明なステートレス要求用の応答
再生での不明なステートレス要求に対する応答用のボディ、メタデータ、および反応時間を表示します。

不明な要求に対する応答の編集

矢印

を使用して、パネルを最大サイズにズームします。元のサイズに戻すには、同じアイコンを使用します。

必要に応じて、以下の［応答］パネルのフィールドに入力します。

• ボディ
再生中に不明なステートレス要求に対して返される応答が含まれています。

• メタ データ
キー/値ペアを必要に応じて、追加、移動、または削除できるツールバーが表示されます。

• 反応時間
必要な反応時間をミリ秒単位で定義します。####とは、要求に応答を送信するまでにかかる時間です。
値： ミリ秒単位の数値または数値範囲。
範囲を入力すると、アプリケーションによって反応時間がその範囲からランダムに選択されます。
数値にサフィックスを追加すると、時間の単位を指定できます。大文字と小文字は区別されません。有効なサフィッ
クスは以下のとおりです。
– t： ミリ秒
– s： 秒
– m： 分
– h： 時
デフォルト： 0
例:
– 「100」は 100 ミリ秒の反応時間を示します。
– 「100s」は 100 秒の反応時間を示します。
– 「100-1000」は 100 ～ 1000 ミリ秒の間のランダムな反応時間を示します。
– 「10t-5s」は、10 ミリ秒から 5 秒の間のランダムな反応時間を示します。

NOTE

テスト実行でのペースの整合性を保つため、ステップ自体の処理時間は反応時間から引かれます。

応答エディタのカスタマイズ

応答エディタをカスタマイズするには、パネルの右下隅の

をクリックします。
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応答エディタ メニューのオプションには、以下のものが含まれます。

• 参照プロトコルの設定
［プロトコルを指定しない］または［JDBC（ドライバ ベース）］。

応答エディタの［ボディ］タブのタイトル バーは、どのカテゴリの応答が返されたかを示します。上記の図では、テキ
スト応答を示しています。応答のペイロードの他のカテゴリは、以下のとおりです。

• XML
• JSON
• String
• 長い文字列
• 非常に長い文字列
• グラフィック イメージ
• RAW バイト

別のエディタを使用するか、またはペイロードのタイプを変更するには、パネルの右上隅の歯車アイコンをクリックしま
す。現在選択しているエディタに基づいて、その他の有効なエディタのみを示すメニューが動的に構築されます。

テキスト ボディ エディタが［テキスト］に設定されている場合、応答ボディ XML を右クリックして、応答テキストを
整形します。
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応答ペイロードが EDI データであることが検出されると、［XML］タブで XML に変換されます。
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［トランザクション］タブ

サービス イメージ エディタから［トランザクション］タブにアクセスできます。このタブには、それぞれ少しずつ異な
るコンポーネントと共に、ステートレスおよびステートフル（会話）トランザクションに関する情報が表示されます。こ
のセクションでは、両タイプのトランザクションで同じである［トランザクション］タブの一般的なコンポーネントの表
示について説明します。

会話とステートレス トランザクションの表示を切り替えるには、ドロップダウン リストから［会話 <番号>］または［ス
テートレス トランザクション］のいずれかを選択します。

NOTE

詳細情報：

• ステートレス トランザクション用の［トランザクション］タブ
• 会話用の［トランザクション］タブ
• 会話エディタ

ステートレス トランザクション用の［トランザクション］タブ

［トランザクション］タブでステートレス トランザクションを表示する場合、以下の図に示すコンポーネントを参照で
きます。
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• A： ステートレス トランザクションを表示および編集するには、［ステートレス トランザクション］リストを使用
します。ステートレス トランザクションを追加、移動、または削除するには、ペインの下部のツールバーを使用しま
す。

• B： 1 つの論理トランザクション（ステートレス トランザクション リスト内）には、1 つのメタ トランザクション
および任意の数の特定のトランザクションが含まれます。［トランザクション］リストでは、論理トランザクション
の下にこれらのトランザクションが表示されます。ステートレス トランザクションを追加、移動、または削除するに
は、ペインの下部のツールバーを使用します。

• C： 特定のトランザクションまたはメタ トランザクションのいずれか（［トランザクション］領域から選択）のトラ
ンザクション要求/応答データを表示および編集するには、［トランザクション基本情報］領域を使用します。ここ
で、特定のトランザクションの一致タイプを選択できます。

• D： ［要求データ］パネルには、ステートレス要求が表示されます。
• E： ［応答］パネルには、ステートレス 要求に対する応答が表示されます。
複数のトランザクションを追加または変更する場合

は、
をクリックします。マジック ストリングと日付変数が作成されます。既存のマジック ストリングと変数は変更されま
せん。

トランザクション基本情報エディタ

特定のトランザクションまたはメタ トランザクションのトランザクション データを表示および編集するには、トランザ
クション基本情報エディタを使用します。［トランザクション］リストから、特定のトランザクションまたはメタ トラ
ンザクションを選択します。

トランザクション基本情報エディタでは、以下の情報を指定できます。

• 一致スタイルの値
– シグネチャ
– 操作

• 操作
選択されている操作を定義します。

• 特定トランザクションの重複を許可
が別の応答を選択して同じコールに 2 回以上応答できるかどうかを指定します。
値:
– オン： は、別の応答を使用して同じコールに複数回応答できます。このチェック ボックスをオンにすると、ラウ
ンド ロビン一致のみが発生します。ラウンドロビンを機能させるには、各応答は特定の要求の下になければなり
ません。1 つの要求に複数の応答があると、ラウンドロビン一致は実行されません。

– オフ： は特定のコールに 1 回のみ応答できます。

要求データ エディタ

要求データ エディタでは、要求に関連付けられたデータを更新することができます。

 956



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

引数

VSE は、操作名と引数を使用して、受信トランザクションに一致する応答をルックアップします。

引数の追加と削除

メタ トランザクションは、特定のトランザクション用のテンプレートです。詳細については、「論理トランザクショ
ン」を参照してください。そのため、メタ トランザクションに対して引数が追加または削除される可能性があり、これ
らの変更はその論理グループ内のすべての特定のトランザクションに適用されます。引数は、特定のトランザクションに
直接追加または削除されない場合があります。

引数の変更

• 名前
引数の名前を定義します。これは要求から解析されます。ほとんどの場合、このフィールドを変更する必要はありま
せん。これは、メタ トランザクション レベルでのみ変更できます。また、これらの変更は特定のトランザクションに
伝達されます。

• セッション内の名前
マジック ストリングが識別されたときにアプリケーションによって自動的に生成される値を定義します。値は、{{ }}
表記を使用して現在（または後）の応答で参照できます。このフィールドが空でない場合、受信した値は指定された
名前を使用してセッションに格納されます。この値は通常は変更する必要はありません。

• 比較演算子
一致ロジックで使用する演算子を定義します。デフォルトでは、特定のトランザクションのすべての引数は厳密に一
致することが予期されています。これを変更して、柔軟な一致ロジックを作成するには、比較演算子を変更します。
比較演算子の定義については、「引数一致演算子」を参照してください。

• マジック ストリング
指定した値をマジック ストリングの候補として含めるかどうかを指定します。
値:
– オン： このチェック ボックスをオンである場合に、［Regenerate magic strings］ボタンをクリックすると、指
定した値はマジック ストリングの候補になります。このチェック ボックスをオンにしても、マジック ストリング
を識別するためのルールはオーバーライドされません。何かを強制的にマジック ストリングにするために使用す
ることはできません。これは、lisa.properties ファイル内の VSE magic string properties によって引き続き制御さ
れます。

– オフ： このチェック ボックスがオフである場合に、［Regenerate magic strings］ボタンをクリックすると、
指定した値はマジック ストリングの候補から除外されます。何かがマジック ストリングとして使用されていた
場合に、マジック ストリング置換を阻止するには、このチェック ボックスをオフにして、［Regenerate magic
strings］を選択します。

• 日付パターン
アプリケーションが受信および指定した値を日付として解釈するパターンを定義します。この値は自動的に生成され
ます。通常、変更する必要はありません。
このパターンは、Java 日時パターンです。これは厳密な解釈であることから、値は正確に一致する必要があります。
両方の（またはいずれかの）の値を日付として解析できない場合には、引数は一致しなかったと見なされます。両方
の値を日付として解析できる場合、それらは以下の演算子を使用して日付として比較できます。
– =
– !=
– <
– <=
– >
– >=
「すべて」、「正規表現」、および「プロパティ式」を使用することもできます。「正規表現」を使用する場合、受
信した値は文字列として扱われます。

• 大文字と小文字を区別
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一致で大文字と小文字を区別するかどうかを指定します。
値
– オン： すべての一致で大文字と小文字を区別します。
– オフ： 比較演算子は大文字と小文字を区別しません。
デフォルト： オン。

• 数値
引数値を文字列または数値として処理するかどうかを指定します。
値
– オン： アプリケーションは引数値を数値として処理します。
– オフ： アプリケーションは引数値を文字列として処理します。つまり、アルファベット順で「1」は「9」の前に
来るため、「10000」は「9」より小さいと見なされます。

デフォルト： オフ。

一括変更

要求引数の一括変更を実行するには、［一括変更］

をクリックします。［要求引数の変更］ダイアログ ボックスが表示されます。

一括変更を指定するには、［要求引数の変更］ダイアログ ボックスのフィールドに適切に入力して、［更新］をクリッ
クします。

属性

キー/値ペアを追加、編集、移動、および削除するには、［属性］タブを使用します。

メタ データ

メタ データのキー/値ペアを追加、編集、移動、および削除するには、［メタ データ］タブを使用します。
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一致スクリプト エディタ

情報用にサンプル一致スクリプトを挿入するには、［一致スクリプト］パネルを右クリックします。また、［スクリプト
を使用しない］チェック ボックスをオン/オフにすることにより、一致スクリプトをオン/オフにすることができます。

スクリプト言語を指定するには、ペインの右下にある言語ドロップダウンを使用します。

• 言語
使用するスクリプト言語を指定します。
値:
– Applescript （OS X 用）
– Beanshell
– Freemarker
– Groovy
– JavaScript
– 速度
デフォルト： Beanshell

行番号、エディタのツールバー、およびエディタのステータス バーを表示または非表示にするには、［一致スクリプ
ト］パネルの左側を右クリックし、ショートカット メニューから適切なオプションを選択します。以下の図は、表示さ
れるすべてのオプションを示しています。

一致スクリプトは、特定のトランザクションが受信トランザクションに一致するかどうかを VSE が判断する方法を定
義します。特定の条件に基づいて一致を受信するには、適切なアクションを実行する BeanShell スクリプトを記述しま
す。

以下に例を示します。

/* always match name=joe */ 
ParameterList args = incomingRequest.getArguments();
if ("joe".equals(args.get("name"))) return true else return 
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defaultMatcher.matches(); 

一致スクリプトが動作するために、一致許容差のレベルまたは一致演算子を指定する必要はありません。一致は、一致ス
クリプト内の条件に基づいて検出されます。

デフォルト（一致スクリプトなし）では、インバウンド要求は、操作、引数、またはその両方を比較することにより、
「一致したか?」の答えが true/false になることで、サービス イメージ要求と照合されます。一致スクリプトは、意味が
あり、かつ引き続き「一致したか?」の答えが true/false になる任意のロジックでこのロジックを単に置き換えます。

スクリプトでは、デフォルトの一致ロジックを使用できます。スクリプト内で、「defaultMatcher.matches()」式を使用
します。この式は、VSE のデフォルトの一致ロジックを使用して、true または false を返します。

一致スクリプトは、スクリプト化されたアサーションに似ています。基本的には標準の BeanShell スクリプトですが、
以下に示す変数（および通常のプロパティと testExec 変数）がプリロードされています。

• com.itko.lisa.vse.stateful.model.Request sourceRequest （記録された要求）
• com.itko.lisa.vse.stateful.model.Request incomingRequest （受信ライブ要求）
• com.itko.lisa.vse.RequestMatcher defaultMatcher （この変数をデフォルトで使用可能）

スクリプトからブール値を返します。true は、一致が見つかったことを意味します。

スクリプトの評価がエラーの場合、VSE は意図的にエラーを無視し、デフォルトで標準の一致ロジックを使用します。
スクリプトが実行されていないと思われる場合は、VSE ログ ファイルを確認します。

一致スクリプトにログ記録および追跡を追加する良い方法は、VSE 一致ロガーにコールを埋め込むことです。VSE 一致
ロガーは、vse_xxx.log ファイル内にメッセージを生成します。ここで、xxx はサービス イメージ名です。以下に例を示
します。

import com.itko.lisa.VSE;
VSE.info(testExec, "short msg", "a longer message");
VSE.debug(testExec, "", "I got here\!\!");
VSE.error(testExec, "Error\!", "Some unexpected condition"); 
return defaultMatcher.matches(); 

INFO でメッセージをログに記録する場合、後で実稼働設定が logging.properties ファイルに適用されると、ログ レベ
ルが WARN となり、メッセージが  テスト イベント（「ログ メッセージ」イベント）として表示されます。

logging.properties のヒント

• デバッグを簡単にするために、VSE トランザクション一致/不一致イベントに対してログを個別に保持します。
• 実稼働システムの場合は、INFO を WARN に変更するか、以下の行をコメント アウトします。

log4j.logger.VSE=INFO, VSEAPP

• INFO 値では、通常は一致の失敗がすべてレポートされます。

一致スクリプト エディタ ツールバー

一致スクリプト エディタ ツールバーでは、以下の機能を実行できます。

実行した最後の編集に戻ります

次に出現する選択されたテキストを検索します
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前の出現を検索します

次の出現を検索します

強調表示の検索を切り替えます

現在の行を左へ空白文字 4 つ分移動します

現在の行を右へ空白文字 4 つ分移動します

カーソル位置にコメント スラッシュ（//）を挿入します

コメント スラッシュ（//）を削除します

応答データ エディタ

応答情報を表示および編集するには、応答データ エディタを使用します。

• トランザクションに対して予期される応答を編集するには、［応答ボディ］領域を使用します。
• 応答を追加、並び替え、削除、および検索するには、「一致スクリプト エディタ ツールバー」の説明に従ってツール
バーを使用します。

• 応答データ エディタ パネルを拡大するに
は、
をクリックします。

• 応答データ エディタをカスタマイズするには、「応答エディタのカスタマイズ」の説明に従って

をクリックします。
• 検証結果の確認、XML スキーマ ソースの表示、およびエラー ログの参照を行うには、パネルの下部のボタンを使用
します。
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必要に応じて［反応時間］フィールドを編集します。

キー/値ペアを追加、編集、移動、および削除するには、［メタ データ］タブを使用します。
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ヒント： 応答がテキストの場合、プロパティの追加のみを行うことができます。バイナリ応答にはプロパティを追加で
きません。

会話用の［トランザクション］タブ

ステートフル トランザクション（会話を持つトランザクション）には、以下のコンポーネントがあります。

• A： ［会話］リストには、サービス イメージ内のすべての会話が表示されます。会話を表示および編集するには、そ
れを選択します。会話は、1 つ以上の論理的なトランザクションから構成されます。

• B：会話ツリー エディタには、［会話］リストで選択されている論理的な会話が表示されます。会話は、グラフ ノー
ド ツリー ビューまたは標準ツリー ビューのいずれかで表示されます。

• C： 特定のトランザクション、または選択された論理的なトランザクション内のトランザクションのメタ データを表
示および編集するには、［トランザクション］リストを使用します。ステートレス トランザクションを追加、移動、
または削除するには、ペインの下部のツールバーを使用します。

• D： 特定のトランザクションまたはメタ トランザクション（［トランザクション］領域から選択）のトランザクショ
ン要求/応答データを表示および編集するには、［トランザクション基本情報］領域を使用します。フィールドは、選
択されたトランスポート プロトコルおよびデータ プロトコルによって異なります。［トランザクション基本情報］領
域の詳細については、サービス イメージ エディタの「ステートレス トランザクション用の［トランザクション］タ
ブ」を参照してください。

• E： 再生中に会話型要求のデータを入力するには、トランザクションの［要求データ］ペインを使用します。
• F： 指定された一致条件に基づいてアクションを返すスクリプトを入力および編集するには、一致スクリプト エディ
タを使用します。

• G： 特定のトランザクションまたはメタ トランザクションの応答コンテンツ、反応時間、およびキー/値ペアを表示
および編集するには、［トランザクション応答データ］ペインを使用します。
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表示ペインの切り替え

［トランザクション］タブのツールバーの表示切り替えアイコ

ンをクリックすることにより、会話の詳細を参照できます。このペインでは、以下の値を表示および編集できます。

• タイプ
トランザクション タイプを指定します。
値
– インスタンス
– トークン

• トークン パターン
トークン ベースの会話に必要です。クエスチョン マーク アイコンをクリックすると、文字列ジェネレータ パターン
の例が表示されます。

• パターンの例
指定されたトークン パターンの例を表示します。

• スタータ トランザクション
会話のスタータ トランザクションを定義します。

NOTE
複数のトランザクションを追加または変更する場合は、［基本情報］タブに戻って、［マジック ストリングお
よびデータ変数を再生成する］をクリックします。マジック ストリングと日付変数が作成されます。既存のマ
ジック ストリングと変数は変更されません。

会話エディタ

記録されたトランザクションを表示および編集する、またはトランザクションを手動で作成するには、会話エディタを使
用します。以下の 2 つの表示モードでナビゲーション ツリーを表示できます。

• グラフ ビュー
• ツリー ビュー
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ビューを切り替える場合、選択したノードが選択されたままになります。グラフ ビューとツリービューの両方で、エ
ディタ ツールバー、ショートカット メニュー、またはビュー自体から、以下のアクションを実行できます。

  

会話エディタ ツールバー

会話ツリー エディタ ツールバーは、表示によって多少異なります。

グラフ ビュー ツール

  

ツリー ビュー ツール

  

NOTE
ツールが淡色表示されている場合、選択されたトランザクションでは使用できません。

会話エディタ ツールバーには、以下のコンポーネントが含まれます。

ツール アイコン 説明
表示切り替え

  
会話のリストを管理するパネルの表示を切
り替えます。名前、タイプ、トークン パ
ターン、パターンの例、またはスタータ ト
ランザクションを指定できます。

新規トランザクションの作成
  

新しいトランザクションを追加します。

選択したトランザクションの削除
  

選択したトランザクションを削除します。

上矢印
  

ツリー ビュー： 選択したノードを、兄弟
リスト内で時間的に前の方向に移動しま
す。

下矢印
  

ツリー ビュー： 選択したノードを、兄弟
リスト内で時間的に後の方向に移動しま
す。

右矢印
  

グラフ ビュー： 選択したノードを、兄弟
リスト内で時間的に後の方向に移動しま
す。

左矢印
  

グラフ ビュー： 選択したノードを、兄弟
リスト内で時間的に前の方向に移動しま
す。

再生成
  

すべてのトランザクションに対して、マ
ジック ストリングと日付変数を再生成しま
す。
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ナビゲーション表示
  

ステートフル トランザクション（会話）に
関して、メニュー ナビゲーション強調表示
を選択するメニューを表示します。以下の
オプションを選択できます。
• ナビゲーション強調表示なし
• トランザクションの許容差を強調表示
• CLOSE を強調表示
• WIDE を強調表示
• LOOSE を強調表示

切り替え
  

デバッグ用のトランザクション ID の表示
を切り替えます。

一致
  

クリップボードから一致の説明を取得し、
サービス イメージ内の関連情報を強調表示
します。

ズーム

  

ズーム メニューを表示します。

表示
  

会話表示からツリー表示に切り替えます。

表示
  

会話表示からグラフ表示に切り替えます。

パネルのズーム

  

パネルをその最大サイズに拡大します。

会話エディタのグラフ ビュー

会話エディタでは、ノードはステータスに従って表示されます。これには、以下のコンポーネントがあります。

 

 966



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

  

• A： ツールバー。詳細については、「会話エディタ ツールバー」を参照してください。
• B： 標準ノード。
• C： 選択されたノード。
• D： 折りたたまれたノード。子ノードは表示されていません。子ノードを表示するには、ノードを展開します。
• E： 無効なノード。このノードおよび関連する子ノード（表示されていない）は、実行時に無視されます。
• F： ショートカット メニュー。

ノード表示ステータス

ノードは、以下の形式で表示できます。

• フル サイズ
• コンパクト（デフォルト）|
• 要約
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各形式で、下部にある黒いドットの行は、そのノードに属する特定のトランザクションの数を示しています。要約形式で
は、中の白いドットが要求に対する引数の数を示しています。以下の図では、最初のノードはフル サイズ、2 番目はコ
ンパクト、3 番目は要約で表示されています。

  

会話エディタ ツリー ビュー

ツリー ビューには、グラフ ビューと同じ情報がよりコンパクトに表示されます。ノードはステータスに従って表示され
ます。これには、以下のコンポーネントがあります。
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• A： ツールバー。詳細については、「会話エディタ ツールバー」を参照してください。
• B： 標準ノード。
• C： 選択されたノード。
• D： 無効なノード。このノードおよび関連する子ノード（表示されていない）は、実行時に無視されます。
• E： ショートカット メニュー。

［検索と置換］アクション

右クリック メニューから［検索と置換］アクションを選択して、会話またはトランザクションの値を変更できます。

 969



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

  

［スコープ］では、検索と置換の範囲を以下のように指定できます。

この会話（デフォルト）

• このトランザクション
• このトランザクションと子
• 全イメージ

また、このチェック ボックスを使用して、包めるトランザクションを指定できます。

［ここからテスト］アクション

グラフ ビューとツリー ビューの両方で選択したトランザクションの予期される応答をテストするには、会話エディタを
使用します。

以下の手順に従います。

1. 会話ツリー エディタで、トランザクションを右クリックします。
2. ショートカット メニューから［ここからテスト］を選択します。
3. ［テスト要求の作成］ウィンドウが表示されます。
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4. 一意の操作名を入力し、必要に応じて、引数のキー/値ペアを追加します。
5. ［テスト］をクリックします。
以下の図のように、結果は青で表示され、パスが黄色で表示されます。

 

NOTE
テストが成功しなかった場合、アプリケーションには以下のエラーが表示されます。

「この会話内には、要求に一致し、選択したトランザクションに後続するトランザクションはありません。
6. ［OK］をクリックして続行します。
7. ［閉じる］をクリックします。
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ナビゲーションの強調表示

選択したナビゲーション許容差に基づく会話内のナビゲーションの可能性を表示するには、会話ツリーを使用します。

トランザクションを選択し、ナビゲーション表示をクリックします。

メニューではデフォルトで［ナビゲーション強調表示なし］が選択されています。これは、トランザクションが強調表示
されないことを意味しています。

トランザクションを選択して［トランザクションの許容差を強調表示］をクリックすると、選択したトランザクションに
対して定義されているナビゲーション許容差に従って、そのトランザクションおよびそれに関連するトランザクションが
強調表示されます。オプションは、以下のとおりです。

• 閉じる
• WIDE
• LOOSE

NOTE
エディタの右上のドロップダウン リストを使用して現在のトランザクションのナビゲーション許容差を変更し
た場合は、このメニューよりも優先されます。この場合、強調表示を「正しい」状態に戻すには、もう一度ナ
ビゲーション強調表示オプションを選択します。

CLOSE ナビゲーションの表示

トランザクションを選択し、ナビゲーション表示をクリックします。選択したトランザクション サブツリーで検索され
るトランザクションが、赤で強調表示されます。

  

WIDE ナビゲーションの表示

トランザクションを選択し、ナビゲーション表示をクリックします。選択したトランザクション サブツリーおよび兄弟
サブツリーで検索されるトランザクションが、青で強調表示されます。
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LOOSE ナビゲーションの表示

トランザクションを選択し、ナビゲーション表示をクリックします。選択したトランザクション サブツリー、兄弟サブ
ツリー、および親で検索されるトランザクションが、緑で強調表示されます。また、会話全体の再起動が可能です。
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会話の再構成

場合によっては、トランザクションおよびそのサブツリー（存在する場合）をドラッグ アンド ドロップすることによ
り、会話を再構成します。グラフ ビューとツリー ビューの両方で、会話を再構成します。

以下の手順に従います。

1. トランザクションを、新しく親トランザクションになるトランザクションにドラッグします。

トランザクションをドラッグすると、「不可」を示す記号が表示されます。
トランザクションをドロップできる場合、「不可」記号が消えます。

 
2. 適切な親トランザクションでトランザクションをドロップします。
トランザクションおよびそのサブツリー内のすべてのトランザクションが、新しい親の下に移動されます。

 

メッセージング トランスポート プロトコルのサービス イメージ

このページでは、JMS トランスポート プロトコル、IBM MQ ネイティブ トランスポート プロトコル、および RabbitMQ
トランスポート プロトコルを使用して作成されるサービス イメージに固有の特徴について説明します。

デフォルトでは、トランザクションの操作名は、仮想サービス モデルの要求ステップで定義されている要求チャネル名
に設定されます。

メタデータ内のキューおよび接続データは、情報目的のみです。これらのデータは再生時には使用されません。

以下の項目が要求メタデータに適用されます。

• プレフィックスでグループ化されないメタデータ プロパティには、キューとプロキシ要求キューの接続情報が含まれ
ます。

• channel.name メタデータ プロパティは、仮想サービス モデルの要求ステップおよびライブ呼び出しステップで定義
されている要求チャネル名に一致する必要があります。このプロパティは、要求側で唯一の必要なメタデータ プロパ
ティです。要求チャネル名が同じであるかぎり、必要に応じて仮想サービス モデルの要求キューを変更できます。

• msg で開始されるメタデータ プロパティは、元の要求メッセージからのプロパティです。
• liveRequest で始まるメタデータ プロパティには、キューとライブ要求キューの接続プロパティが含まれます。

以下の項目が応答メタデータに適用されます。
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• プレフィックスでグループ化されないメタデータ プロパティには、キューとプロキシ応答キューの接続情報が含まれ
ます。

• channel.name メタデータ プロパティは、仮想サービス モデルの応答ステップおよびライブ呼び出しステップで定義
されている応答チャネル名に一致する必要があります。この値は、クライアントに応答を送信するために使用される
応答チャネル名を指定します。複数の応答がある場合、応答は異なるチャネル名を指定できます。

• msg で始まるメタデータ プロパティは、応答メッセージおよびそのプロパティを再構築するために使用されま
す。JMS トランスポート プロトコルを使用して作成されるサービス イメージの場合、必要な唯一のプロパティは
msg.type です。msg.type プロパティは、送信するメッセージのタイプを示します。

• liveResponse で始まるメタデータ プロパティには、キューとライブ応答キューの接続プロパティが含まれます。

サービス イメージの展開

仮想サービス イメージ レコーダはサービス イメージを生成します。サービス イメージは、ユーザが記録したもの（記
録された RAW トラフィックの操作または変更されたバージョン）のように振る舞います。

グループ タグの必須化

この機能は、カスタム プロパティ フラグを true に設定して、仮想サービスの展開中にグループ タグを必須にする方法
を提供します。

グループ タグは、この仮想サービスの仮想サービス グループの名前を指定します。展開した仮想サービスにグループ タ
グがある場合、それらのタグがドロップダウン リストに表示されます。グループ タグは英数字で始まる必要があり、英
数字と以下の特殊文字を含めることができます。

• ピリオド（.）
• ダッシュ（-）
• アンダースコア（_）
• ドル記号（$）

仮想サービスを展開するとき、またはワークステーションを使用して展開した仮想サービスを更新するときに、グループ
タグを必須にするには、site.properties でプロパティ devtest.groupTag.mandatory を true に設定します。グループ タグ
が必須にもかかわらず空で、VSM ファイルから展開または再展開を試行した場合、「グループ タグは空にできません」
というメッセージが表示されます。

VSM から MARI を作成するときにグループ タグが指定されていない場合、「グループ タグは空にできません」という
メッセージが表示されます。

プロパティを true に設定する前に MARI を作成し（グループ タグなし）、プロパティを true に設定した後に MARI を展
開した場合、「グループ タグは空にできません」というメッセージが表示されます。
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VSM の編集
仮想サービス モデルは、特定の要求を受信するたびに実行される、定義された一連のステップです。VSM は要求を受信
し、仮想サービス イメージでキャプチャされたデータに基づいて応答を作成して送信します。VSM は、ライブシステム
の代わりに適切な応答を作成し、送り返します。

仮想サービス イメージのレコーディングでは、選択したオプション（［フレキシブル］または［効率重視］）に応じ
て、6 ステップまたは 8 ステップで仮想サービス モデル（VSM）が作成されます。生成されたステップを編集したり、
ステップを追加したりして、VSM を編集したい場合があります。

6 ステップの VSM：
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8 ステップの VSM：

VSM を編集する必要がある場合、またはレコーダなしで VSM を作成する必要がある場合を除いて、このセクションは
スキップできます。

VSM は特殊なテスト ケースであるため、VSM の編集または作成はテスト ケースの編集または作成に似ています。VSM
には、さまざまなタイプのステップを追加できます。このメニューに表示されていないステップを追加できますが、ス
テップのタイプによっては、VSM を展開できなくなる場合があります。

VSM をさらにカスタマイズできます。

例：

• 外部サービスを呼び出す場合は、Rest ステップ、Web サービス実行、HTTP/HTML 要求など、Web/Web サービスに
グループ化されたいずれかのステップを使用できます。これらのステップのいずれかで、必要に応じて外部エンドポ
イント、URL パラメータ、Post パラメータを指定できます。

• 要求を処理し、必要な応答の「作成」の一部としてデータベース クエリを実行する要件がある場合、VSM フローに
JDBC ステップを追加し、そこでクエリを実行できます。

• VSI でトランザクションが一致する前に、VSE 要求引数の値を別の値に変更する必要がある場合があります。要求を
解釈または変更するには、スクリプトの実行（JSR-223）ステップを使用するか、リスナ ステップのスクリプタブル
データ プロトコル フィルタを使用して受信要求を変更します。

• %beanshell%、%groovy%、%javascript%、またはインストールされているその他の JSR-223 スクリプト言語を使用
できます。

メニューから［ステップの追加］-［仮想サービス環境］を選択することにより、VSM エディタからステップ タイプの
メニューにアクセスできます。

このセクションには、以下のページがあります。
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仮想サービス ルータ ステップ

仮想サービス ルータ ステップは、仮想サービス リスン ステップからの要求を応答セレクタ ステップおよびプロトコル
固有のライブ呼び出しステップ、またはその両方にルーティングします。この決定は、実行中のモデルの現在の実行モー
ドに基づいて行われます。

以下の手順に従います。

1. 説明に従って、以下のフィールドに入力します。
– ライブ呼び出しステップ
リストからライブ呼び出しのステップを選択します。

– 環境エラーの場合
環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指定します。
デフォルト： テストを中止する。

– 動的モードの場合は、次を使用して実際のモードを決定
［サブプロセス］または［スクリプト］を選択します。

2. ステップのパラメータをテストするには、［テスト］をクリックします。

仮想サービス トラッカ ステップ

仮想サービス トラッカ ステップは、実行中の仮想サービス内の応答を追跡し、必要に応じてライブ システムを検証する
ために使用します。この検証により、サービス モデルのデバッグおよびモデルの修正が簡単になります。

説明に従って、以下のフィールドに入力します。

• イメージ応答
イメージ応答ファイルを選択します。

• ライブ応答
ライブ応答ファイルを選択します。

• 環境エラーの場合
環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指定します。
デフォルト： テストを中止する。
 

仮想会話型/ステートレス応答セレクタ ステップ

仮想会話型/ステートレス応答セレクタ ステップは、すべての VSM の主要ステップと考えることができます。このス
テップでは、指定されたサービス イメージが確認され、特定の要求に対する適切な仮想応答が選択されます。1 つの要
求に対して複数の応答が存在する場合があるため、応答は常にリストとして表示されます。このステップは、通常、何ら
かの形式のサービス トラフィックを記録および仮想化するときに作成します。

説明に従って、以下のフィールドに入力します。

• サービス イメージの場所
このステップで関連付けに使用できるサービス イメージをドロップダウン リストから選択します。ここでサービス
イメージを選択した場合、［開く］をクリックして表示または編集用の新しいタブを開きます。

• 要求プロパティ名
インバウンド要求を確認するプロパティを定義するために、プロパティ名を設定します。プロパティ名は、通常、前
のステップの応答です。

• ステップ応答を XML としてフォーマット
VSE フレームワークは、応答ステップが以下のいずれかを受け入れることを想定しています。
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– 応答オブジェクト
– 応答オブジェクトのリスト
– いずれかを表す XML ドキュメント

NOTE
このチェック ボックスがオフの場合、このステップでは応答オブジェクトのリストが作成されます。リスト
に応答が 1 つしか含まれていない場合でも、リストが作成されます。

デフォルト： ステップ応答は XML として整形されます。
• 環境エラーの場合
環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指定します。
デフォルト： テストを中止する。
 

仮想 HTTP/S リスナ ステップ

仮想 HTTP/S リスナ ステップは、HTTP サーバをシミュレートするために使用します（SSL サポートを含む）。このス
テップは、受信 HTTP 要求をリスンし、それらを標準の仮想要求形式に変換します。URL パラメータは UTF-8 文字セッ
トを使用してデコードされ、仮想要求引数として追加されます。

仮想 HTTP/S リスナ ステップのデフォルトの名前は、「仮想 HTTPS リスナ< ##### >」です。ステップ名は、いつでも
変更できます。

説明に従って、以下のフィールドに入力します。

• リスン ポート
が HTTP/S トラフィックをリスンするポートを入力します。

• バインド アドレス
接続を受信できるローカル IP アドレスを入力します。バインド アドレスを指定しない場合、リスン ステップは、接
続を受信する NIC （または IP アドレス）に関係なく、指定されたポートで接続を受け入れます。

• バインドのみ
ネットワーク リソースを取得して次のステップに移動するには、このチェック ボックスをオンにします。バインドの
みオプションを使用しない 2 番目のリスン ステップが必要です。このオプションを使用すると、モデルがポートをリ
スンできます（アプリケーションは要求をリスン ステップで処理されるまでキューに格納します）。モデルは、待機/
処理/応答ループに入る前にセットアップ タスクを実行します。たとえば、モデルのステップ 1 でリスニング ポート
を取得し（［バインドのみ］を使用）、ステップ 2 で要求を送信する外部ソフトウェアをトリガします。

• クライアントに SSL を使用
がレコーディングと再生中に SSL サーバとして動作している場合にカスタム キーストアを使用するかどうかを指定
します。
– ［クライアントに SSL を使用］を選択した場合は、クライアントと仮想サービスの間で HTTPS 接続が使用され
ます。カスタムのサーバ側キーストア ファイルおよびそれに関連付けられているパスワードも指定できます。

– ［クライアントに SSL を使用］を選択しない場合は、クライアントと仮想サービスの間で HTTP 接続が使用され
ます。

• SSL キーストア ファイル
– サーバ側キーストア ファイルの名前を指定します。DevTest は、クライアントからの HTTPS 接続を処理する場合
にこのキーストアを使用します。

– デフォルトでは、ssl.server.cert.path プロパティがサーバ側キーストア ファイルに使用されます。このプロパ
ティは、ドロップダウン リストの［デフォルト］セクションからも選択できます。

• キーストア パスワード
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– 指定したサーバ側キーストア ファイルに関連付けられたパスワードを指定します。
– ［パスワード エディタ］オプションを使用してパスワードを直接指定するか、DevTest プロパティ参照エディタ
オプションを使用してパスワードを提供するために評価されるプロパティ式を指定できます。

– デフォルトでは、プロパティ式 {{ssl.server.cert.pass}} がサーバ側キーストア パスワードに使用されます。この
プロパティ式は、ドロップダウン リストの［デフォルト］セクションからも選択できます。

• クライアント証明書認証の有効化
このチェック ボックスをオンにすると、SSL/TLS ハンドシェイク中に要求を証明書のためにクライアントに送信でき
ます。
以下のオプションは、クライアント証明書の処理方法を決定します。
– クライアント証明書の要求

SSL サーバは、クライアント証明書を必要とせずに要求します。これは、クライアント証明書認証を有効にしたと
きのデフォルトのオプションです。

– クライアント証明書が必要
SSL サーバでは、有効なクライアント証明書が必要です。

• ベース パス
リスン ステップが処理する、HTTP が要求したリソース URI を識別します。要求を受信すると、キュー名のリストが
スキャンされ、その要求に対して URI を起動する名前（ベース パス）が検索されます。一致するキュー名は、要求が
格納されるキュー名です。（ベース パスによって）キューに関連付けられているリスン ステップが要求を処理しま
す。

• ステップ応答を XML としてフォーマット
VSE フレームワークは、応答ステップが以下のいずれかを受け入れることを想定しています。
– 応答オブジェクト
– 応答オブジェクトのリスト
– いずれかを表す XML ドキュメント

NOTE
このチェック ボックスがオフの場合、このステップでは応答オブジェクトのリストが作成されます。リスト
に応答が 1 つしか含まれていない場合でも、リストが作成されます。

デフォルト： ステップ応答は XML として整形されます。
• 環境エラーの場合
環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指定します。
デフォルト： テストを中止する。
 

仮想 HTTP/S ライブ呼び出しステップ

仮想 HTTP/S ライブ呼び出しステップは、実際のサーバに対する実際の HTTP コールを、仮想化された HTTP サービス
のコンテキストで行うために使用します。このステップは、通常、何らかの形式の HTTP トラフィックを記録および仮
想化することによって作成します。このステップは、現在、使用中の VSE 要求に基く、実際の要求を実行します。

仮想 HTTP/S ライブ呼び出しステップのデフォルトの名前は、「仮想 HTTPS ライブ呼び出し< ##### >」です。ステッ
プ名は、いつでも変更できます。

説明に従って、以下のフィールドに入力します。

• ターゲット サーバ
要求が行われるサーバの名前を入力します。

• ターゲット ポート
要求が行われるポートの名前を入力します。

• 置換 URI
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GET/POST 要求で URI 全体を置換するには、新しいターゲット パス フィールドを入力します。URI を  プロパティ
として提供できます。このフィールドは空白にできます。その場合、ライブ要求からの URI が使用されます。

• クライアントから受信したホスト ヘッダ パラメータは変更しない
オンの場合、このオプションは、クライアント アプリケーションから受信したホスト ヘッダをターゲット サーバに
転送するようにライブ呼び出しに指示します。オフの場合、ライブ呼び出しは、ホスト ヘッダ パラメータを再生成し
て、host: < ##### ### >:< ##### ### > にします。

• サーバに SSL を使用
HTTPS 要求をライブ システムに送信するかどうかを指定します。
［サーバに SSL を使用］を選択した場合、仮想サービスとライブ システムの間で HTTPS 接続が使用されます。
［サーバに SSL を使用］を選択しない場合は、仮想サービスとライブ システムの間で HTTP 接続が使用されます。

• SSL キーストア ファイル
• クライアント側キーストア ファイルの名前を指定します。DevTest は、サーバへの HTTPS 接続を使用する場合にこ
のキーストアを使用します。

• デフォルトでは、ssl.client.cert.path プロパティがクライアント側キーストア ファイルに使用されます。このプロパ
ティは、ドロップダウン リストの［デフォルト］セクションからも選択できます。

• キーストア パスワード
• 指定したクライアント側キーストア ファイルに関連付けられたパスワードを指定します。
• ［パスワード エディタ］オプションを使用してパスワードを直接指定するか、DevTest プロパティ参照エディタ オプ
ションを使用してパスワードを提供するために評価されるプロパティ式を指定できます。

• デフォルトでは、プロパティ式 {{ssl.client.cert.pass}} がクライアント側キーストア パスワードに使用されます。こ
のプロパティ式は、ドロップダウン リストの［デフォルト］セクションからも選択できます。

• ステップ応答を XML としてフォーマット VSE フレームワークは、応答ステップが以下のいずれかを受け入れること
を予期します。
– 応答オブジェクト
– 応答オブジェクトのリスト
– いずれかを表す XML ドキュメント

NOTE
このチェック ボックスがオフの場合、このステップでは応答オブジェクトのリストが作成されます。リスト
に応答が 1 つしか含まれていない場合でも、リストが作成されます。

デフォルト： ステップ応答は XML として整形されます。
• 不正な応答コード
システムからの失敗応答を定義します。
形式： 3 文字コードのカンマ区切りのリスト。各文字は数値または文字 x （ワイルドカード）です。
例： 4xx、5xx

• VSE Lookup Step
ライブ呼び出しステップがフェールオーバ実行モードをサポートするには、VSE 応答の検索に使用されるステップを
把握し、必要に応じて VS モデルを正しいステップにリダイレクトできるようにする必要があります。このフィール
ドには、VS モデルのステップのリストが含まれます。標準的な VSE 応答ルックアップ ステップを選択します。こ
れにより、必要に応じて、ライブ呼び出しステップから VSE 応答ルックアップ ステップに移行できるようになりま
す。

• 環境エラーの場合
環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指定します。
デフォルト： テストを中止する。

NOTE
仮想 HTTP/S ライブ呼び出しステップでは、使用されているクライアント ソケットを制御するため
に、lisa.http.timeout.socket プロパティと lisa.http.timeout.connection プロパティをサポートしていま
す。lisa.vse.http.live.invocation.max.idle.socket プロパティは、長時間アイドル状態のクライアント ソケッ
トを使用しなくなるまでに待機する時間を制御します。このプロパティは、デフォルトでは 2 分です。
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TIP

プロキシのプロパティ
（lisa.http.webProxy.ssl.host、lisa.http.webProxy.ssl.port、lisa.http.webProxy.host.account、および
lisa.http.webProxy.host.credential）の使用の詳細については、「ローカル プロパティ ファイル」を参照して
ください。

仮想 HTTP/S レスポンダ ステップ

このステップは、仮想 HTTP/S リスナ ステップと一緒に使用し、リスナによって生成された HTTP 要求に対する応答を
送信します。このステップは、仮想応答を、対応する要求への応答として使用します（HTTP/S プロトコルを使用）。

このステップは、HTTP トラフィックを記録および仮想化することによって作成できます。

説明に従って、以下のフィールドに入力します。

• 応答リスト プロパティ名送信する応答を検索するプロパティの名前を指定します。

• ［環境エラーの場合］環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指
定します。
デフォルト： テストを中止する。

• 会話型モデル プロパティプロパティを入力し、［追加］をクリックします。
プロパティを削除するには、リストから選択し、［削除］をクリックします。リスト表示されるプロパティは、現在
の会話セッションと関連付けられます。これにより、その値がダウンストリームの会話型要求で使用可能になりま
す。
 

仮想 JDBC リスナ ステップ

仮想 JDBC リスナ ステップは、JDBC データベース トラフィックのシミュレーションを制御するために使用します。こ
のステップは、データベース クライアントに組み込まれているシミュレーション ドライバとの通信を管理します。

仮想 JDBC リスナ ステップのデフォルトの名前は、「仮想 JDBC リスナ< ##### >」です。ステップ名は、いつでも変
更できます。

説明に従って、以下のフィールドに入力します。

• エンドポイント情報
必要に応じて、シミュレーション ホストとポートの範囲（デフォルトは 2999）を設定します。JDBC VSE は、レ
コーディングおよび再生時に複数のエンドポイントをサポートします。エンドポイント情報は以下のものが含まれる
テーブルです。
– ドライバ ホスト
– ベース ポート
– 最大ポート
［ベース ポート］と［最大ポート］が異なる場合、［ベース ポート］と［最大ポート］を含む、この間の各ポートに
対して一意のエンドポイントが作成されます。

• ステップ応答を XML としてフォーマット
VSE フレームワークは、応答ステップが以下のいずれかを受け入れることを想定しています。
– 応答オブジェクト
– 応答オブジェクトのリスト
– いずれかを表す XML ドキュメント
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NOTE
このチェック ボックスがオフの場合、このステップでは応答オブジェクトのリストが作成されます。リスト
に応答が 1 つしか含まれていない場合でも、リストが作成されます。

デフォルト： ステップ応答は XML として整形されます。
• 環境エラーの場合
環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指定します。
デフォルト： テストを中止する。

• 接続/切断
JDBC シミュレータに接続するには、［接続］をクリックします。接続している場合、接続を終了するには、［切
断］をクリックします。このボタンを使用して接続情報を検証できます。

• インストールおよび初期化済み JDBC ドライバ
データベース クライアントにインストールされ、初期化される JDBC ドライバをリスト表示します。

• 現在の SQL アクティビティ
データベース クライアント内の現在の SQL アクティビティを識別します。

仮想 JDBC レスポンダ ステップ

仮想 JDBC レスポンダ ステップは、会話型応答選択ステップによって選択された JDBC データ コールの結果を受け取り
ます。その後、このステップは、データベース クライアントに組み込まれているシミュレーション ドライバにその結果
を送信します。

説明に従って、以下のフィールドに入力します。

• 応答リスト プロパティ名送信する応答を検索するプロパティの名前を指定します。

• ［環境エラーの場合］環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指
定します。
デフォルト： テストを中止する。

• 会話型モデル プロパティプロパティを入力し、［追加］をクリックします。
プロパティを削除するには、リストから選択し、［削除］をクリックします。リスト表示されるプロパティは、現在
の会話セッションと関連付けられます。これにより、その値がダウンストリームの会話型要求で使用可能になりま
す。
 

ソケット サーバ エミュレータ ステップ

ソケット サーバ エミュレータ ステップは、テキスト ベースのサーバ ソケット（通常 HTTP）をシミュレートするため
に使用します。ソケット サーバ エミュレータ ステップは、リスン、応答、およびバインディングをサポートしていま
す。ソケット サーバ エミュレータ ステップは下位レベルです。このステップを使用する場合、応答ステップで送信され
るテキストのブロックが完全に HTTP に準拠していることを確認する必要があります。

NOTE
応答モードでソケット サーバ エミュレータ ステップを使用する場合には、送信されるテキストによって有効
な HTTP 応答メッセージが得られる必要があります。

説明に従って、以下のフィールドに入力します。

• プロセス モード
リストから、プロセス モードを選択します。値:
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• – フル プロセス
– 非同期セットアップ： ネットワーク リソースを取得し、次のステップに移動します。
– リスンのみ
– 応答のみ
デフォルト： フル プロセス

• リスン ポート
が HTTP/S トラフィックをリスンするポートを入力します。

• バインド アドレス
接続を受信できるローカル IP アドレスを入力します。バインド アドレスを指定しない場合、リスン ステップは、接
続を受信する NIC （または IP アドレス）に関係なく、指定されたポートで接続を受け入れます。

• すぐに閉じる
このオプションは、設定された作業を実行し、その後すぐにネットワーク リソースをクリーンアップするようステッ
プに指示します。このステップの設計時テストを使用するには、このチェック ボックスをオンにします。

• SSL を使用
セキュアな HTTPS Web サイトをシミュレートするには、このチェック ボックスをオンにします。次に、SSL キー
ストア情報を提供します。

• SSL キーストア ファイル
SSL キーストア ファイルを参照するには、［選択...］をクリックします。VS モデルを展開する VSE サーバに対し
て、同じキーストア ファイルが使用可能である必要があります。

• キーストア パスワード
キーストア パスワードを入力し、［検証］をクリックします。

• ベース パス
リスン ステップが処理する、HTTP が要求したリソース URI を識別します。要求を受信すると、キュー名のリストが
スキャンされ、その要求に対して URI を起動する名前（ベース パス）が検索されます。一致するキュー名は、要求が
格納されるキュー名です。（ベース パスによって）キューに関連付けられているリスン ステップが要求を処理しま
す。

• 環境エラーの場合
環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指定します。
デフォルト： テストを中止する。

• レコード終了文字
レコード ベースのサービスをシミュレートするソケット エミュレータの場合は、レコードの終了をマークする文字を
入力します。このフィールドを空白のままにすると、行指向のレコードまたは HTTP プロトコルのいずれかがシミュ
レートされます。

• HTTP 応答の形式を確認
応答を送信するプロセス モードで、応答が有効な HTTP 応答になる場合には、このオプションは以下のことを検証し
ます。
– 応答テキストの HTTP ヘッダ形式が適切であること
– （必要な場合） Content-Length： HTTP 応答ヘッダが存在し、正確であること
このチェック ボックスは、行区切り記号が HTTP に準拠していること、および Content-Length ヘッダが存在してい
て正確であることのみを検証します。ただし、完全に動作するには、メッセージは、すでに正しく整形された HTTP
メッセージである必要があります。
デフォルト： オン

• リスナ ステータス
リスナが実行されているかどうかを示します。

• テスト
クリックすると、リスナ セットアップをテストします。

• リスナのクリア
クリックすると、ステップのテストを停止します。

• ［応答］タブ
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［送信する応答］には、応答のテキストが含まれます。
• ファイルから応答を読み取り
クリックすると、応答のファイル システムを参照します。

• ［要求］タブ
設計時にのみ使用される最終/最初の要求を表示します。このタブは、ステップが受信した最終要求を表示します。

ソケット サーバ エミュレータ ステップのデフォルトの名前は、「ソケット サーバ エミュレータ< ##### >」です。ス
テップ名は、いつでも変更できます。

メッセージング仮想化マーカ ステップ

メッセージング仮想化マーカ ステップは、メッセージ ベースのテスト ケースが仮想サービス環境で使用されるように指
定するために使用します。テスト ケースが JMX を介してリスンまたは応答を行う場合は、このステップを仮想サービス
モデルに追加して、そのモデルを VSE に展開できることを検証する必要があります。

NOTE
JMS トランスポート プロトコルではこのステップは不要です。

応答用の文字列比較ルックアップ ステップ

応答用の文字列比較ルックアップ ステップは、仮想サービスへの受信要求を監視します。その後、このステップは、い
ずれのサービス イメージも参照せずに、ステートレス形式で適切な応答を決定します。VSE のステートフルな部分はサ
ポートされていません。部分テキスト一致、正規表現などを使用して、受信要求に一致させることができます。

説明に従って、以下のフィールドに入力します。

• 一致対象テキスト
条件に一致させるテキストを入力します。この値は通常、LASTRESPONSE などのプロパティ参照です。

• 一致対象範囲
範囲の開始および終了を入力します。

• 一致が見つからない場合
リストから、一致が見つからない場合に移動するステップを選択します。

• 環境エラーの場合
環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指定します。
デフォルト： テストを中止する。

• 応答をテスト ケース ファイルに圧縮形式で格納します
テスト ケース ファイルに応答を圧縮するかどうかを指定します。
デフォルト： オン

• ケース応答エントリ
エントリを追加、移動、削除します。

• 有効
エントリを有効にするか無視するかを指定します。エントリを無視するには、このチェック ボックスをオフにしま
す。
デフォルト： エントリを追加するとオンになります。

• 名前
ケース応答エントリの一意の名前を入力します。

• 遅延仕様
遅延仕様の範囲を入力します。デフォルトは 1000-10000 です。これは、1,000 から 10,000 ミリ秒のランダムに選択
された遅延時間が使用されることを示します。構文は、反応時間仕様と同じ形式です。

• 条件
この領域は、［一致対象テキスト］フィールドと比較する文字列を提供します。条件を編集するには、
［ケース応答エントリ］領域で適切な行を選択し、
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［条件］リストから設定を選択します。
• 比較タイプ
以下のリストからオプションを選択します。
– 文字列内の検索
– 正規表現
– 前方一致
– 後方一致
– 完全一致
デフォルト： 文字列の検索
正規表現の基準の詳細については、正規表現ページを参照してください。

• 応答
この領域には、エントリが［一致対象テキスト］フィールドに一致する場合のこのステップの応答が表示されます。
応答を編集するには、［ケース応答エントリ］領域で適切な行を選択し、［応答］リストから別の設定を選択しま
す。

• 条件
エントリの条件文字列を更新できます。

• 応答
エントリのステップ応答を更新できます。

次のステップ用の文字列比較ルックアップ ステップ

次のステップ用の文字列比較ルックアップ ステップは、受信要求を確認し、適切な次のステップを決定するために使用
します。部分テキスト一致、正規表現などを使用して、受信要求に一致させることができます。

各一致条件では、一致が検出された場合の転送先ステップ名を指定します。

説明に従って、以下のフィールドに入力します。

• 一致対象テキスト
条件に一致させるテキストを入力します。この値は通常、LASTRESPONSE などのプロパティ参照です。

• 一致対象範囲
範囲の開始および終了を入力します。

• 一致が見つからない場合
リストから、一致が見つからない場合に移動するステップを選択します。

• 環境エラーの場合
環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指定します。
デフォルト： テストを中止する。

• 次のステップのエントリ
エントリを追加、移動、削除します。

• 有効
エントリを有効にするか無視するかを指定します。エントリを無視するには、このチェック ボックスをオフにしま
す。
デフォルト： エントリを追加するとオンになります。

• 名前
次のステップのエントリの一意の名前を入力します。

• 遅延仕様
遅延仕様の範囲を入力します。デフォルトは 1000-10000 です。これは、1,000 から 10,000 ミリ秒のランダムに選択
された遅延時間が使用されることを示します。構文は、反応時間仕様と同じ形式です。

• 条件
この領域は、［一致対象テキスト］フィールドと比較する文字列を提供します。条件を編集するには、
［ケース応答エントリ］領域で適切な行を選択し、
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［条件］リストから設定を選択します。
• 比較タイプ
以下のリストからオプションを選択します。
– 文字列内の検索
– 正規表現
– 前方一致
– 後方一致
– 完全一致
デフォルト： 文字列の検索
正規表現の基準の詳細については、正規表現ページを参照してください。

• 次のステップ
リストから、一致が見つかった場合に移動するステップを選択します。

• 条件
エントリの条件文字列を更新できます。

仮想 Java リスナ ステップ

仮想 Java リスナ ステップは、EJB またはその他のリモート システムへのコールなど、仮想化された JVM コールを処理
するために使用します。このステップは、 Java エージェントがインターセプトするメソッド コールをリスンし、標準の
VSE 要求に変換します。

• 利用可能なオンライン エージェント
接続可能なすべてのオンライン エージェントをリスト表示します。

• 接続されたエージェント
リストには、仮想サービス モデルに対して接続するオンライン エージェントまたはオフライン エージェントがすべ
て含まれます。オフライン エージェントは、灰色の斜体フォントで表示されます。

エージェントの接続

［利用可能なオンライン エージェント］リストからエージェントを選択できます。1 つまたは複数のエージェントを選
択し、右矢印ボタンをクリックします。エージェントが接続したエージェントのリストに移動されます。

［利用可能なオンライン エージェント］リストまたは接続したエージェントのリストのいずれかからエージェントを選
択すると、リストの下の情報バーに、エージェントのホストおよびメイン クラス情報が表示されます。

接続したエージェントのリストにエージェントを手動で追加するには、［接続されたエージェント］の上の［エージェン
トの追加］フィールドを使用します。

エージェント名は空にすることはできません。または、接続したエージェントのリストにすでに存在します。入力した
エージェント名がオンライン エージェント リストに存在する場合、そのエージェントは、接続したエージェントのリス
トから接続したエージェントのリストに移動されます。

［利用可能なオンライン エージェント］リストに既存のエージェントが存在しない場合、ダイアログ ボックスに入力
し、［追加］

をクリックします。

このメカニズムは主に、以前は接続リストに存在しなかったオフライン エージェントを追加するために提供されていま
す。

エージェントの切断

エージェントを切断するには、接続したエージェントのリストからエージェントを選択し、左矢印ボタンをクリックしま
す。

 987



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

クラスおよびプロトコルの選択

クラスを検索するには、［クラスの検索］矢印を選択してクラス名を入力します。これらのクラスは、正規表現を使用し
て、完全修飾名（パッケージを含む）として入力します。クラスを選択するには、リストでクラス名を選択し、右矢印を
選択して右ペインにクラスを移動します。いくつかのクラスが 2 回以上表示されます。仮想化するためには、クラスは 1
回のみ選択する必要があります。

クラスを手動で入力するには、［クラス名の手動入力］矢印を選択します。クラスの名前を入力
します。クラスを右ペインに移動するには、選択して右矢印をクリックします。 エージェント
が仮想化を提案したクラスのリストを取得するには、［エージェント提案］矢印を選択し、［取

得］をクリックします。

レコーディングにプロトコルを追加するには、［プロトコル］矢印を選択します。使用可能なプロトコルのリストから記
録するプロトコル選択し、右矢印をクリックして右ペインに移動させます。

プロトコルの設定情報を表示または変更するには、プロトコル名の右に 3 つのドット（...）がある任意の行をダブルク
リックします。［プロトコル設定］ウィンドウが表示され、パラメータを更新できます。

仮想 Java ライブ呼び出しステップ

仮想 Java ライブ呼び出しステップを記録するには、以下の手順に従います。

説明に従って、以下のフィールドに入力します。

• ステップ応答を XML としてフォーマット
VSE フレームワークは、応答ステップが以下のいずれかを受け入れることを想定しています。
– 応答オブジェクト
– 応答オブジェクトのリスト
– いずれかを表す XML ドキュメント

NOTE
このチェック ボックスがオフの場合、このステップでは応答オブジェクトのリストが作成されます。リスト
に応答が 1 つしか含まれていない場合でも、リストが作成されます。

デフォルト： ステップ応答は XML として整形されます。
• 環境エラーの場合
環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指定します。
デフォルト： テストを中止する。
 

仮想 Java レスポンダ ステップ

このステップは、仮想 Java リスナ ステップと一緒に使用し、仮想化された JVM コールに対する応答を提供します。

説明に従って、以下のフィールドに入力します。

• 応答リスト プロパティ名送信する応答を検索するプロパティの名前を指定します。
• ［環境エラーの場合］環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指
定します。
デフォルト： テストを中止する。

• 会話型モデル プロパティプロパティを入力し、［追加］をクリックします。
プロパティを削除するには、リストから選択し、［削除］をクリックします。リスト表示されるプロパティは、現在
の会話セッションと関連付けられます。これにより、その値がダウンストリームの会話型要求で使用可能になりま
す。
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仮想 TCP/IP リスナ ステップ

仮想 TCP/IP リスナ ステップは、サーバ アプリケーションへの TCP/IP 接続をシミュレートするために使用します。こ
のステップは、受信 TCP/IP トラフィックをリスンし、標準の VSE 要求に変換します。

仮想 TCP/IP リスナ ステップのデフォルトの名前は、「仮想 TCP/IP リスナ< ##### >」です。ステップ名は、いつでも
変更できます。

説明に従って、以下のフィールドに入力します。

• リスン ポート
が TCP/IP トラフィックをリスンするポートを入力します。

• バインド アドレス
接続を受信できるローカル IP アドレスを入力します。バインド アドレスを指定しない場合、リスン ステップは、接
続を受信する NIC （または IP アドレス）に関係なく、指定されたポートで接続を受け入れます。

• サーバに SSL を使用
SSL （セキュア レイヤ）要求をサーバに送信するかどうかを指定します。
値:
– オン： SSL 要求をサーバに送信します。［サーバに SSL を使用］はオンにできますが、［クライアントに SSL
を使用］はオンにできません。その場合、レコーディングに対してプレーン TCP 接続が使用されますが、それら
の要求は SSL を使用してサーバに送信されます。

– オフ： SSL 要求はサーバに送信されません。
• クライアントに SSL を使用
このオプションは、［サーバに SSL を使用］が選択されている場合のみ有効です。カスタム クライアント キースト
アを使用して、クライアントからの SSL 要求を再生できるかどうかを確認します。［クライアントに SSL を使用］
を指定すると、カスタム キーストアとパスフレーズを指定できます。これらの値を入力した場合、ハードコードされ
たデフォルトの代わりに使用されます。

• SSL キーストア ファイル
SSL キーストア ファイルを参照するには、［選択...］をクリックします。VS モデルを展開する VSE サーバに対し
て、同じキーストア ファイルが使用可能である必要があります。

• キーストア パスワード
キーストア パスワードを入力し、［検証］をクリックします。

• 要求をテキストとして処理
アプリケーションが要求をテキストとしてを処理するかどうかを指定します。
値
– オン： アプリケーションは要求をテキストとして処理します。
– オフ： アプリケーションは要求をテキストとして処理しません。

• 要求エンコーディング
［要求をテキストとして処理］がオンの場合は、要求のエンコーディングを指定します。

• 要求中の区切り文字
要求の終了を定義する区切り文字を指定します。値
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– なし
– レコードは行末で終了する
– レコードは固定長である
– レコードはデータ パッケージ全体と等しい
– レコードを特定の文字によって区切る
– 区切り文字は正規表現に一致する
– 正規表現はレコード（区切り文字を含む）に一致する
– SWIFT

• ステップ応答を XML としてフォーマット
VSE フレームワークは、応答ステップが以下のいずれかを受け入れることを想定しています。
– 応答オブジェクト
– 応答オブジェクトのリスト
– いずれかを表す XML ドキュメント

NOTE
このチェック ボックスがオフの場合、このステップでは応答オブジェクトのリストが作成されます。リスト
に応答が 1 つしか含まれていない場合でも、リストが作成されます。

デフォルト： ステップ応答は XML として整形されます。
• 環境エラーの場合
環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指定します。
デフォルト： テストを中止する。
 

仮想 TCP/IP ライブ呼び出しステップ

仮想 TCP/IP ライブ呼び出しステップは、実際のサーバに対する実際の TCP/IP コールを、仮想化された TCP/IP サービ
スのコンテキストで行うために使用します。このステップは、通常、何らかの形式の TCP/IP トラフィックを記録および
仮想化することによって作成します。このステップは、現在、使用中の VSE 要求に基く、実際の要求を実行します。

NOTE

TCP/IP ライブ呼び出しステップは、特定の時間内に複数の要求が行われた場合に、ライブ システムへの任意
の既存の接続の再利用を試みます。この時間（秒）は lisa.vse.tcp.live.invocation.max.idle.socket プロパ
ティによって制御されます。デフォルトでは、この時間は 2 分（120 秒）です。

既存の接続を再利用せず、代わりに各要求に対して新しい接続を使用する場合
は、lisa.vse.tcp.live.invocation.max.idle.socket プロパティを 0 秒に設定します。

lisa.vse.tcp.live.invocation.max.idle.socket=0

 

仮想 TCP/IP ライブ呼び出しステップのデフォルトの名前は、「TCP プロトコル ライブ呼び出し< ##### >」です。ス
テップ名は、いつでも変更できます。

説明に従って、以下のフィールドに入力します。

• ターゲット ポート
要求が行われるポートの名前を入力します。

• ターゲット サーバ
要求が行われるサーバの名前を入力します。

• サーバに SSL を使用
SSL （セキュア レイヤ）要求をサーバに送信するかどうかを指定します。
値:
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– オン： SSL 要求をサーバに送信します。［サーバに SSL を使用］はオンにできますが、［クライアントに SSL
を使用］はオンにできません。その場合、レコーディングに対してプレーン TCP 接続が使用されますが、それら
の要求は SSL を使用してサーバに送信されます。

– オフ： SSL 要求はサーバに送信されません。
• クライアントに SSL を使用
このオプションは、［サーバに SSL を使用］を選択する場合のみ有効です。［クライアントに SSL を使用］は、カ
スタム クライアント キーストアを使用してクライアントからの HTTPS 要求を再生できるかどうかを指定します。
値
– オン： カスタム キーストアおよびパスフレーズを指定できます。これらの値を入力する場合、アプリケーション
は、それらをハードコードされたデフォルトの代わりに使用します。

– オフ： アプリケーションは、カスタム クライアント キーストアを使用してクライアントからの SSL 要求を再生
できません。

• SSL キーストア ファイル
SSL キーストア ファイルを参照するには、［選択...］をクリックします。VS モデルが展開される VSE サーバで、同
じキーストア ファイルが利用可能である必要があります。

• キーストア パスワード
キーストア パスワードを入力してから、［検証］をクリックします。

• 応答をテキストとして処理
アプリケーションが応答をテキストとしてを処理するかどうかを指定します。
値
– オン： アプリケーションは応答をテキストとして処理します。
– オフ： アプリケーションは応答をテキストとして処理しません。

• 応答エンコーディング
［応答をテキストとして処理］がオンの場合は、応答のエンコーディングを指定します。

• 応答中の区切り文字
応答の終了を定義する区切り文字を指定します。値
– なし
– レコードは行末で終了する
– レコードは固定長である
– レコードはデータ パッケージ全体と等しい
– レコードを特定の文字によって区切る
– 区切り文字は正規表現に一致する
– 正規表現はレコード（区切り文字を含む）に一致する
– SWIFT

• ステップ応答を XML としてフォーマット
VSE フレームワークは、応答ステップが以下のいずれかを受け入れることを想定しています。
– 応答オブジェクト
– 応答オブジェクトのリスト
– いずれかを表す XML ドキュメント

NOTE
このチェック ボックスがオフの場合、このステップでは応答オブジェクトのリストが作成されます。リスト
に応答が 1 つしか含まれていない場合でも、リストが作成されます。

デフォルト： ステップ応答は XML として整形されます。
• VSE Lookup Step
ライブ呼び出しステップがフェールオーバ実行モードをサポートするには、VSE 応答のルックアップに使用されるス
テップを把握し、必要に応じて VS モデルを正しいステップにリダイレクトできるようにする必要があります。この
フィールドには、VS モデルのステップのリストが含まれます。標準的な VSE 応答ルックアップ ステップを選択しま
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す。これにより、必要に応じて、ライブ呼び出しステップから VSE 応答ルックアップ ステップに移行できるように
なります。

• 環境エラーの場合
環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指定します。
デフォルト： テストを中止する。
 

仮想 TCP/IP レスポンダ ステップ

仮想 TCP/IP レスポンダ ステップを使用するには：

説明に従って、以下のフィールドに入力します。

• 応答リスト プロパティ名送信する応答を検索するプロパティの名前を指定します。
• ［環境エラーの場合］環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指
定します。
デフォルト： テストを中止する。

• 会話型モデル プロパティプロパティを入力し、［追加］をクリックします。
プロパティを削除するには、リストから選択し、［削除］をクリックします。リスト表示されるプロパティは、現在
の会話セッションと関連付けられます。これにより、その値がダウンストリームの会話型要求で使用可能になりま
す。
 

仮想 CICS リスナ ステップ

仮想 CICS リスナ ステップは、CICS LINK サーバをシミュレートします。

このパネルのフィールドの詳細については、「CICS の［仮想化するプログラム］パネルの使用」を参照してください。

仮想 CICS レスポンダ ステップ

仮想 CICS レスポンダ ステップは、仮想 CICS リスナ ステップと一緒に使用し、リスナによって作成された要求に対す
る応答を送信します。このステップは、仮想応答を取得し、対応する要求への応答として使用します。

説明に従って、以下のフィールドに入力します。

• 応答リスト プロパティ名送信する応答を検索するプロパティの名前を指定します。
• ［環境エラーの場合］環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指
定します。
デフォルト： テストを中止する。

［会話型モデル プロパティ］リストに入力するには、［追加］ボタンと［削除］ボタンを使用します。

CICS トランザクション ゲートウェイ リスナ ステップ

CICS トランザクション ゲートウェイ リスナ ステップは、CTG サーバをシミュレートするために使用します（SSL サ
ポートを含む）。このステップは、受信 CTG 要求をリスンし、それらを標準の仮想要求形式に変換します。

説明に従って、以下のフィールドに入力します。

• リスン ポート
が CTG トラフィックをリスンするポートを入力します。

• バインド アドレス

 992



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

接続を受信できるローカル IP アドレスを入力します。バインド アドレスを指定しない場合、リスン ステップは、接
続を受信する NIC （または IP アドレス）に関係なく、指定されたポートで接続を受け入れます。

• バインドのみ
ネットワーク リソースを取得して次のステップに移動するには、このチェック ボックスをオンにします。［バインド
のみ］オプションを使用しない 2 番目のリスン ステップが必要です。このオプションを使用すると、モデルがポート
をリスンできます（アプリケーションは要求をリスン ステップで処理されるまでキューに格納します）。モデルは、
待機/処理/応答ループに入る前にセットアップ タスクを実行します。たとえば、モデルのステップ 1 で（［バインド
のみ］を使用して）リスニング ポートを取得し、ステップ 2 で要求を送信する外部ソフトウェアをトリガします。

• クライアントから SSL で受信
このチェック ボックスをオンにすると、レコーダは、クライアントが SSL を使用して接続すると想定します。関連
するキーストアとパスワードを提供した場合、セキュリティ情報（証明書など）の取得に使用されます。

• SSL キーストア ファイル
キーストア ファイルの名前を指定します。

• キーストア パスワード
指定したキーストア ファイルに関連付けられたパスワードを指定します。

• CTG プロトコル バージョン
使用する CTG プロトコルのバージョンを指定します。

• ロケール
初期プロトコル ハンドシェイク中に CTG クライアントにレポートされる言語と国コードを表すロケールを定義しま
す。

• JVM テキスト
メインフレーム上の JVM を説明します。

• サーバ クラス
アプリケーションがクライアントにレポートする文字列を定義します。このフィールドは、通常、使用されません。

• クライアント アプリケーション ID
アプリケーションがクライアントにレポートする文字列を定義します。このフィールドは、通常、使用されません。

• セキュリティあり
ユーザ認証が必要かどうかを CTG クライアントに対して指定します。

• サーバ ping の有効化
CTG クライアントがサーバに接続すると、サーバはクライアントへの「ping」メッセージの定期送信を開始して、接
続を検証します。これは、テスト環境で VSE が使用される場合、厳密には必要ありませんが、このオプションを選択
すると、VSE CTG サーバがこれらの「ping」メッセージをエミュレートします。

• ステップ応答を XML としてフォーマット
VSE フレームワークは、応答ステップが以下のいずれかを受け入れることを想定しています。
– 応答オブジェクト
– 応答オブジェクトのリスト
– いずれかを表す XML ドキュメント

NOTE
このチェック ボックスがオフの場合、このステップでは応答オブジェクトのリストが作成されます。リスト
に応答が 1 つしか含まれていない場合でも、リストが作成されます。

デフォルト： ステップ応答は XML として整形されます。
• 環境エラーの場合
環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指定します。
デフォルト： テストを中止する。
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CICS トランザクション ゲートウェイ ライブ呼び出しステップ

CICS トランザクション ゲートウェイ ライブ呼び出しステップは、実際のサーバに対する実際の CTG コールを、仮想
化された CTG サービスのコンテキストで行うために使用します。このステップは、通常、何らかの形式の CTG トラ
フィックを記録および仮想化することによって作成します。現在の VSE 要求に基づいて実際の要求を実行します。

説明に従って、以下のフィールドに入力します。

• ターゲット サーバ
CTG サーバが実行されているターゲット ホストの名前または IP アドレスを入力します。

• ターゲット ポート
CTG サーバがリスンするポートの番号を入力します。

• ターゲット サーバに対して SSL を開始
選択すると、SSL （Secure Socket Layer）要求をサーバに送信します。

• SSL キーストア ファイル
キーストア ファイルの名前を指定します。

• キーストア パスワード
指定したキーストア ファイルに関連付けられたパスワードを指定します。

• ステップ応答を XML としてフォーマット
VSE フレームワークは、応答ステップが以下のいずれかを受け入れることを想定しています。
– 応答オブジェクト
– 応答オブジェクトのリスト
– いずれかを表す XML ドキュメント

NOTE
このチェック ボックスがオフの場合、このステップでは応答オブジェクトのリストが作成されます。リスト
に応答が 1 つしか含まれていない場合でも、リストが作成されます。

デフォルト： ステップ応答は XML として整形されます。
• VSE Lookup Step
ライブ呼び出しステップがフェールオーバ実行モードをサポートするには、VSE 応答の検索に使用されるステップを
把握し、必要に応じて VS モデルを正しいステップにリダイレクトできるようにする必要があります。このフィール
ドには、VS モデルのステップのリストが含まれます。標準的な VSE 応答ルックアップ ステップを選択します。こ
れにより、必要に応じて、ライブ呼び出しステップから VSE 応答ルックアップ ステップに移行できるようになりま
す。

• 環境エラーの場合
環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指定します。
デフォルト： テストを中止する。
 

CICS トランザクション ゲートウェイ レスポンダ ステップ

CICS トランザクション ゲートウェイ レスポンダ ステップを CICS トランザクション ゲートウェイ リスナ ステップと
一緒に使用し、リスナによって生成された CTG 要求に対する応答を送信します。このステップは、仮想応答を、対応す
る要求への応答として使用します（CTG プロトコルを使用）。

このステップは、CICS トランザクション ゲートウェイ トラフィックを記録および仮想化することによって作成できま
す。

説明に従って、以下のフィールドに入力します。

• 応答リスト プロパティ名送信する応答を検索するプロパティの名前を指定します。
• ［環境エラーの場合］環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指
定します。
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デフォルト： テストを中止する。
• 会話型モデル プロパティプロパティを入力し、［追加］をクリックします。
プロパティを削除するには、リストから選択し、［削除］をクリックします。リスト表示されるプロパティは、現在
の会話セッションと関連付けられます。これにより、その値がダウンストリームの会話型要求で使用可能になりま
す。
 

IMS Connect リスン ステップ

IMS Connect リスン ステップは、IMS Connect 仮想サービスによって、IMS Connect 要求に応答するために使用しま
す。

説明に従って、以下のフィールドに入力します。

• リスン/記録ポート
クライアントが  と通信するポートを定義します。

• ターゲット ホスト
リスン ステップでは無効です。

• ターゲット ポート
リスン ステップでは無効です。

• IMS 形式ファイル
リスン ステップでは無効です。

• ステップ応答を XML としてフォーマット
VSE フレームワークは、応答ステップが以下のいずれかを受け入れることを想定しています。
– 応答オブジェクト
– 応答オブジェクトのリスト
– いずれかを表す XML ドキュメント

NOTE
このチェック ボックスがオフの場合、このステップでは応答オブジェクトのリストが作成されます。リスト
に応答が 1 つしか含まれていない場合でも、リストが作成されます。

デフォルト： ステップ応答は XML として整形されます。
• 環境エラーの場合
環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指定します。
デフォルト： テストを中止する。
 

IMS Connect ライブ呼び出しステップ

IMS Connect ライブ呼び出しステップの使用方法：

以下のフィールドに入力します。

• リスン/記録ポート
ライブ呼び出しステップには適用されません。

• ターゲット ホスト
サーバが実行されているターゲット ホストの名前または IP アドレスを指定します。

• ターゲット ポート
IMS サーバがリスンするターゲット ポート番号を指定します。

• IMS 形式ファイル
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デフォルトで  に含まれている IMS Connect サポートを使用するには、このフィールドを空白のままにします。
• ステップ応答を XML としてフォーマット

VSE フレームワークは、応答ステップが以下のいずれかを受け入れることを予期します。
– 応答オブジェクト
– 応答オブジェクトのリスト
– いずれかを表す XML ドキュメント

NOTE
このチェック ボックスがオフの場合、このステップでは応答オブジェクトのリストが作成されます。リスト
に応答が 1 つしか含まれていない場合でも、リストが作成されます。

デフォルト： ステップ応答は XML として整形されます。
• 環境エラーの場合
環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指定します。
デフォルト： テストを中止する。

• VSE Lookup Step
ライブ呼び出しステップがフェールオーバ実行モードをサポートするには、VSE 応答の検索に使用されるステップを
把握し、必要に応じて VS モデルを正しいステップにリダイレクトできるようにする必要があります。このフィール
ドには、VS モデルのステップのリストが含まれます。標準的な VSE 応答ルックアップ ステップを選択します。こ
れにより、必要に応じて、ライブ呼び出しステップから VSE 応答ルックアップ ステップに移行できるようになりま
す。

仮想 IMS Connect レスポンダ ステップ

仮想 IMS Connect レスポンダ ステップは、IMS Connect 応答を送信するために IMS Connect リスナ ステップと一緒に
使用します。

このステップは、IMS Connect トラフィックを記録および仮想化することによって作成できます。

以下のフィールドに入力します。

• 応答リスト プロパティ名送信する応答を検索するプロパティの名前を指定します。
• ［環境エラーの場合］環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指
定します。
デフォルト： テストを中止する。

• 会話型モデル プロパティプロパティを入力し、［追加］をクリックします。
プロパティを削除するには、リストから選択し、［削除］をクリックします。リスト表示されるプロパティは、現在
の会話セッションと関連付けられます。これにより、その値がダウンストリームの会話型要求で使用可能になりま
す。
 

トランスポート プロトコルのメッセージング手順

以下のステップは、JMS トランスポート プロトコルを使用して作成される仮想サービス モデルに固有です。

• JMS VSE リスン
• JMS VSE 応答
• JMS VSE ライブ呼び出し

以下のステップは、IBM MQ ネイティブ トランスポート プロトコルを使用して作成される仮想サービス モデルに固有で
す。
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• IBM MQ ネイティブ VSE リスン
• IBM MQ ネイティブ VSE 応答
• IBM MQ ネイティブ VSE ライブ呼び出し

以下のステップは、RabbitMQ トランスポート プロトコルを使用して作成される仮想サービス モデルに固有です。

• RabbitMQ VSE リスン
• RabbitMQ VSE 応答
• RabbitMQ VSE ライブ呼び出し

各ステップには、基本パラメータおよび詳細パラメータがあります。詳細パラメータを表示するには、エディタ上部
の［PRO］をクリックします。

リスン ステップ

リスン ステップは、受信要求をリスンし、それらを標準的な VSE 要求に変換します。

［要求］タブには、受信操作のリストが含まれます。

［チャネル名］フィールドは、要求チャネル名を定義します。値は、サービス イメージで定義されている操作名に一致
する必要があります。

個別の要求チャネルを無効にして再度有効にするには、［有効］チェック ボックスを使用します。少なくとも 1 つの要
求チャネルが有効である必要があります。

［送信先のマッピング］タブは、分離されたメッセージング シナリオに適用可能です。このタイプのシナリオは、以下
の状況で発生します。

• キューのセットには  からアクセスできます。
• キューの別のセットには  からアクセスできません。
• アプリケーションはアクセス可能でないキュー上で実行されます。
• メッセージは、 がアクセスできるキューに、一字一句違わず自動転送されます。

各マッピングは、以下の項目で構成されます。

• 応答側チャネル名
• クライアントによって使用されるクライアント返信先

応答ステップ

応答ステップは、VSE 応答で 1 つまたは複数の応答メッセージを送信します。

［チャネル名］フィールドは、応答チャネル名を定義します。この値は、サービス イメージで定義されている 
channel.name  メタデータ プロパティに一致する必要があります。

個別の応答チャネルを無効にして再度有効にするには、［有効］チェック ボックスを使用します。

ライブ呼び出しステップ

ライブ呼び出しステップは、ライブ サービスに要求を送信します。

［ライブ要求の送信］タブには、ライブ要求の送信に使用する操作のリストが含まれます。

［チャネル名］フィールドは、要求チャネル名を定義します。この値は、リスン ステップのチャネル名に一致する必要
があります。

個別の要求チャネルを無効にして再度有効にするには、［有効］チェック ボックスを使用します。少なくとも 1 つの要
求チャネルが有効である必要があります。

［ライブ応答の受信］タブには、ライブ応答の受信に使用する操作のリストが含まれます。
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［チャネル名］フィールドは、応答チャネル名を定義します。この値は、応答ステップのチャネル名に一致する必要があ
ります。

個別の応答チャネルを無効にして再度有効にするには、［有効］チェック ボックスを使用します。少なくとも 1 つの応
答チャネルが有効である必要があります。

［タイムアウト］パラメータおよび［最大応答数］パラメータは、ライブ呼び出しのループを抜けるかどうかを判定する
ためにステップが使用できる条件です。

［送信先のマッピング］タブは、分離されたメッセージング シナリオに適用可能です。このタイプのシナリオは、以下
の状況で発生します。

• キューのセットには  からアクセスできます。
• キューの別のセットには  からアクセスできません。
• アプリケーションはアクセス可能でないキュー上で実行されます。
• メッセージは、 がアクセスできるキューに、一字一句違わず自動転送されます。

各マッピングは、以下の項目で構成されます。

• 応答側チャネル名
• 応答が応答チャネル上のライブ応答キューを通過するためにサービスに送信する必要があるサービス返信先

仮想サービス モデル フロー

通常動作での仮想サービス モデルの実行フローは、ほかの VSE サービスに似ています。

以下の図では、フローを示すためにオーバーレイを使用しています。ライブ呼び出しステップが使用されないことに注意
してください。

1. リスン ステップは、要求メッセージを受信し、それを VSE 要求に変換します。
2. 仮想サービス ルータ ステップは、応答選択ステップにフローをルーティングします。
3. VS イメージ応答選択ステップは、サービス イメージから一致するトランザクションを選択し、VSE 応答を生成しま
す。

4. 応答ステップは、VSE 応答で 1 つまたは複数の応答メッセージを送信します。
5. 手順 1 に戻ります。
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ライブ呼び出し中、仮想サービス モデルの実行フローはより複雑になります。

非同期メッセージングの以下の側面がライブ呼び出しを難しくします。

• 単一の要求に複数の応答が存在する場合があります。
• 応答は、返されるまでに任意の時間をかけることができます。
• 一般的に、すべての応答がいつ受信されたかを断定できません。

その結果、ライブ呼び出しステップおよび応答ステップはループで実行されます。

以下の図では、フローを示すためにオーバーレイを使用しています。

1. リスン ステップは、要求メッセージを受信し、それを VSE 要求に変換します。
2. 仮想サービス ルータ ステップは、ライブ呼び出しステップにフローをルーティングします。
3. ライブ呼び出しステップは、ライブ サービスに要求を転送します。
4. ライブ呼び出しステップは、すべてのライブ応答キューでリスンを開始します。
5. ライブ呼び出しステップは、ライブ応答キューから 1 つの応答を受信し、それを VSE 応答に変換します。
6. 応答ステップは、クライアントに 1 つの応答メッセージを返します。
7. 手順 5 に戻り、トランザクションが完了しているとライブ呼び出しステップが判定するまで繰り返します。以下のい
ずれかの条件によって、ライブ呼び出しステップはこの判定を行います。
– タイムアウトが設定されていて、どのライブ応答キューからも別の応答を受信せずに経過した場合。デフォルト値
は 30 秒です。タイムアウトは、VSE レコーダまたはライブ呼び出しステップで設定できる詳細パラメータです。

– 応答の最大数が設定されていて、その数に達した場合。デフォルト値は 1 です。これは、ループを 1 回のみ繰り
返すことができることを示します。応答の最大数は、VSE レコーダまたはライブ呼び出しステップで設定できる
詳細パラメータです。

– 仮想サービス モデルが、現在のモデル実行スレッドによってそのトランザクションを終了し、新しい要求を処理
する必要がある容量に十分に近づいている場合。タイムアウトおよび応答の最大数が設定されていない場合、この
アクションは、モデルがライブ応答の待機を終了して、リスン ステップに戻るただ 1 つの方法です。

8. ライブ呼び出しステップは、ループを通過したすべての応答メッセージを含む最終的な VSE 応答を作成します。ス
テップは、応答ステップに対して最後の 1 回ループします。
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9. 応答ステップは、最後のループではメッセージを送信しません。応答ステップは、一般的な VSE 状態クリーンアッ
プ タスクを完了します。

10.手順 1 に戻ります。

仮想サービス モデルがフェールオーバ モードである場合、ほとんどの場合、これはライブ呼び出しモードのように動作
します。ただし、ライブ呼び出しステップがサービスからの応答の受信に失敗した場合、仮想サービス モデルはサービ
ス イメージにフェールオーバして応答を生成します。

1. リスン ステップは、要求メッセージを受信し、それを VSE 要求に変換します。
2. 仮想サービス ルータ ステップは、ライブ呼び出しステップにフローをルーティングします。
3. ライブ呼び出しステップは、ライブ サービスに要求を転送します。
4. ライブ呼び出しステップは、すべてのライブ応答キューでリスンを開始します。
5. ライブ呼び出しステップは、ライブ応答キューから 1 つの応答の受信に失敗します。このシナリオは、応答キューの
いずれかでリスン中の接続エラー、または指定されたタイムアウト内で応答の受信に失敗したために発生することが
あります。

6. 実行は、VS イメージ応答選択ステップに進みます。ここで、1 つまたは複数の応答メッセージを含む完全な VSE 応
答が生成されます。

7. 応答ステップは、VSE 応答で 1 つまたは複数の応答メッセージを送信します。
8. 手順 1 に進みます。各トランザクションは、手順 5 でどうなったかに応じて、ライブ呼び出しフローまたはフェール
オーバ フローに従うことができます。

仮想サービス モデルが代理モードである場合、ほとんどの場合、これは正常モードのように動作します。ただし、サー
ビス イメージが不明な応答を返した場合、仮想サービス モデルはライブ呼び出しモードに切り替わり、ライブ サービス
から応答を取得します。このモードは基本的に、フェールオーバ モードの反対です。

1. リスン ステップは、要求メッセージを受信し、それを VSE 要求に変換します。
2. 仮想サービス ルータ ステップは、応答選択ステップにフローをルーティングします。
3. VS イメージ応答選択ステップが、サービス イメージから一致するトランザクションを検出できません。
4. 実行は、ライブ呼び出しステップに進みます。ライブ呼び出しステップは、ライブ サービスに要求を転送します。
5. ライブ呼び出しステップは、すべてのライブ応答キューでリスンを開始します。
6. ライブ呼び出しステップは、ライブ応答キューから 1 つの応答を受信し、それを VSE 応答に変換します。
7. 応答ステップは、クライアントに 1 つの応答メッセージを返します。
8. 手順 4 に移動し、トランザクションが完了しているとライブ呼び出しステップが判定するまで繰り返します。
9. ライブ呼び出しステップは、ループを通過したすべての応答メッセージを含む最終的な VSE 応答を作成します。ス
テップは、応答ステップに対して最後の 1 回ループします。

10.応答ステップは、最後のループではメッセージを送信しません。応答ステップは、一般的な VSE 状態クリーンアッ
プ タスクを完了します。

11.手順 1 に進みます。各トランザクションは、手順 3 でどうなったかに応じて、正常フローまたは代理フローに従うこ
とができます。

JCo IDoc リスナ ステップ

JCo IDoc リスナ ステップは、JCo IDoc 仮想サービスから JCo IDoc 要求に応答するために使用します。このステップを
作成するには、JCo IDoc トラフィックを記録および仮想化します。

以下のフィールドに入力します。

• クライアント RFC 接続プロパティ
SAP ゲートウェイに対してプログラム ID で登録して IDoc を受信するために VSE が使用する接続プロパティが含ま
れるクライアント RFC 接続プロパティ ファイルを定義します。プロパティは、.jcoServer ファイルで指定されたも
のと同じである必要があります。

• クライアント RFC 送信先名
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RFC 送信先を識別する一意の名前を指定します。同じ VSE 上に展開された各サービスの名前は一意である必要があ
ります（特に、2 つ以上のサービスが同じ名前を持っているが異なるクライアント RFC/システム接続プロパティが選
択されている場合）。

• クライアント システム接続プロパティ
IDoc をクライアント SAP システムに返すための接続プロパティが含まれるクライアント システム接続プロパ
ティ ファイルを指定します。これらのプロパティは、クライアント SAP システムに接続するために使用でき
る .jcoDestination ファイルで指定されたものと同じである必要があります。

• クライアント システム名
クライアント SAP システムを識別する一意の名前を指定します。同じ VSE 上に展開された各サービスの名前は一意
である必要があります（特に、2 つ以上のサービスが同じ名前を持っているが異なるクライアント RFC/システム接続
プロパティが選択されている場合）。

• 要求識別子の XPath 式
識別子を生成するために要求 IDoc XML と一緒にプロトコルが使用する XPath 式を指定します。要求識別子の XPath
式は、単一の XPath 式にすることができます。この識別子は、要求 IDoc と応答 IDoc を関連付けるために使用されま
す。また、XPath 式は、XPath 式のカンマ区切りリストにすることもできます。その場合、複数の式からの結果の値
は連結され（ダッシュで区切られ）、単一の識別子として使用されます。

• 応答識別子の XPath 式
識別子を生成するために応答 IDoc XML と一緒にプロトコルが使用する XPath 式を指定します。
を定義します。応答識別子の XPath 式は、単一の XPath 式にすることができます。この識別子は、要求 IDoc と以前
に受信した応答 IDoc を関連付けるために使用されます。また、XPath 式は、XPath 式のカンマ区切りリストにする
こともできます。その場合、複数の式からの結果の値は連結され（ダッシュで区切られ）、単一の識別子として使用
されます。

• ステップ応答を XML としてフォーマット
VSE フレームワークは、応答ステップが以下のいずれかを受け入れることを想定しています。
– 応答オブジェクト
– 応答オブジェクトのリスト
– いずれかを表す XML ドキュメント

NOTE
このチェック ボックスがオフの場合、このステップでは応答オブジェクトのリストが作成されます。リスト
に応答が 1 つしか含まれていない場合でも、リストが作成されます。

デフォルト： ステップ応答は XML として整形されます。
• 環境エラーの場合
環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指定します。
デフォルト： テストを中止する。
 

JCo IDoc ライブ呼び出しステップ

JCo IDoc ライブ呼び出しステップの使用方法：

以下のフィールドに入力します。

• クライアント RFC 送信先名
RFC 送信先を識別する一意の名前を指定します。

• サーバ RFC 接続プロパティ
SAP ゲートウェイに対してプログラム ID で登録して IDoc を受信するために VSE が使用する接続プロパティが含ま
れるプロパティ ファイルを指定します。プロパティは、サーバ SAP システムから IDoc を受信する JCo サーバ プロ
グラムを起動するために .jcoServer ファイルで指定されたものと同じである必要があります。

• サーバ RFC 接続先名
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サーバ RFC 接続先を識別する一意の名前を指定します。
• サーバ システム接続プロパティ
サーバ システム接続プロパティ ファイルには、クライアント SAP システムに IDoc を返すための接続プロパティが
含まれます。これらのプロパティは、SAP サーバ システムに接続するために使用できる .jcoDestination ファイルで
指定されたものと同じである必要があります。

• サーバ システム名
サーバ SAP システムを識別する一意の名前を指定します。

JCo IDoc レスポンダ ステップ

JCo IDoc レスポンダ ステップは、JCo IDoc リスナ ステップと一緒に使用し、JCo IDoc 応答を送信します。このステッ
プを作成するには、JCo IDoc トラフィックを記録および仮想化します。

このステップにはパラメータがありません。

JCo RFC リスナ ステップ

JCo RFC リスナ ステップは、JCo RFC 仮想サービスから JCo RFC 要求に応答するために使用します。このステップを
作成するには、JCo RFC トラフィックを記録および仮想化します。

以下のフィールドに入力します。

• クライアント システム名
クライアント SAP システムを識別する一意の名前を指定します。

• クライアント システム接続プロパティ
クライアント システム接続プロパティ ファイルには、クライアント システム上の送信先に接続するための接続プロ
パティが含まれます。これはプロジェクトの Data ディレクトリの .properties ファイルである必要があり、.jcoServer
ファイルで通常見つかるプロパティが含まれます。このファイルでは、jco.server.repository_destination を指定
しないでください。サポートされているプロパティの詳細については、インストール ディレクトリの doc フォルダ
で、com.sap.conn.jco.ext.ServerDataProvider の JavaDoc を参照してください。

• ステップ応答を XML としてフォーマット
このチェック ボックスをオンにした場合、ステップ応答（受信要求）は XML としてシリアライズされ、テキストと
して操作できます。これは、応答ルックアップ ステップでデシリアライズされます。このオプションを選択すると、
仮想サービスの速度が大きく低下します。

• 環境エラーの場合
環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指定します。
デフォルト： テストを中止する。

JCo RFC ライブ呼び出しステップ

JCo RFC ライブ呼び出しステップの使用方法：

以下のフィールドに入力します。

• 送信先システム名
RFC が実行される SAP システムを識別する一意の名前を定義します。これは多くの場合、リポジトリ名と同じで
す。

• 送信先システム接続プロパティ
リポジトリがあるシステムに接続するための接続プロパティが含まれる送信先システム接続プロパティ ファイルを
指定します。これは、プロジェクトの Data ディレクトリの .properties ファイルである必要があり、.jcoDestination
ファイルで通常見つかるプロパティが含まれます。サポートされているプロパティの詳細については、インストール
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ディレクトリの doc フォルダで、com.sap.conn.jco.ext.DestinationDataProvider の JavaDoc を参照してくださ
い。これは、リポジトリ接続プロパティと同じファイルにすることができます。

• ステップ応答を XML としてフォーマット
このチェック ボックスをオンにした場合、ステップ応答（ライブ システムからの応答）は XML としてシリアライズ
され、テキストとして操作できます。これは、応答ステップでデシリアライズされます。このオプションを選択する
と、仮想サービスの速度が大きく低下します。

• 環境エラーの場合
環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指定します。
デフォルト： テストを中止する

• VSE Lookup Step
ライブ呼び出しステップがフェールオーバ実行モードをサポートするには、VSE 応答の検索に使用されるステップを
把握し、必要に応じて VS モデルを正しいステップにリダイレクトできるようにする必要があります。このフィール
ドには、VS モデルのステップのリストが含まれます。標準的な VSE 応答ルックアップ ステップを選択します。こ
れにより、必要に応じて、ライブ呼び出しステップから VSE 応答ルックアップ ステップに移行できるようになりま
す。

JCo RFC レスポンダ ステップ

JCo RFC レスポンダ ステップは、JCo RFC リスナ ステップと一緒に使用し、JCo RFC 応答を送信します。このステッ
プは、JCo RFC トラフィックを記録および仮想化することによって作成できます。

以下のパラメータを入力します。

• 応答リスト プロパティ名送信する応答を検索するプロパティの名前を指定します。
• 会話型モデル プロパティプロパティを入力し、［追加］をクリックします。
プロパティを削除するには、リストから選択し、［削除］をクリックします。リスト表示されるプロパティは、現在
の会話セッションと関連付けられます。これにより、その値がダウンストリームの会話型要求で使用可能になりま
す。
 

データの非識別化
####（以前の########）は、レコーディング中に機密データを認識し、そのデータに対して、ランダムな値でありなが
ら正しくフォーマットされた値を代入することを意味しています。テスト データとして実際の顧客データを使用したく
ない場合に、データの非識別化を使用します。

動的な非識別化

動的な非識別化は、トランスポート層で発生します。仮想サービス レコーダの［基本］タブで［非識別化（トランス
ポート層）］チェック ボックスを有効にすると、非識別化が呼び出されます。

この非識別化プログラムは、レコーディング段階で機密情報がディスクに書き込まれないようにするフィルタを使用しま
す。 ホーム ディレクトリの de-identify.xml ファイルにより、クレジット カード番号などの既知のパターンを認識する
ようにデータの非識別化が設定されます。このファイルでは、ライブ データが、現実的ではあるが使用不可能な内容で
置換されます。このファイルでは、正規表現のパターン一致を使用して機密データを認識および検索します。このファイ
ルは、レコーダが開始されるたびに解析されます。

置換データ オプションとして、組み込みの TestData 文字列生成パターンを使用できます。TestData は、40,000 行のテ
スト データを提供します。これには、名前、住所、電話番号、クレジット カード番号などのいくつかの一般的なデータ
タイプの置換データが含まれます。
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これらのプリセット パターンをカスタマイズして、独自のものを作成できます。RegexBuddy などの正規表現ツール
キットを推奨します。RegexBuddy では、記録されたペイロードに貼り付け、正規表現を調整して、正規表現の一致を
対話形式で強調表示できます。

一致は、ファイル内に存在する順番で処理されます。したがって、より詳細な一致を最初に配置します。

テキストをエスケープする手間を省くには（特に正規表現の場合）、CDATA エレメントの <regex> と <replacement>
子テキストを囲む必要があります。

静的な非識別化

静的なデータの非識別化には、既存のサービス イメージ内のデータを手動で検索および置換することが含まれます。

［検索と置換］メニューにアクセスするには、サービス イメージ内のノードを右クリックして［検索と置換］を選択し
ます。

別の文字列と置換する特定の文字列を指定し、変更のスコープを指定します。［置換］をクリックすると、選択した領域
に対して検索/置換機能が実行されます。

データ非識別化データ プロトコル

データ非識別化データ プロトコル ハンドラでは、別のデータ プロトコルで要求ボディまたは応答ボディを「明確」にす
る必要がある場合、非識別化ルールを適用できます。たとえば、HTTP メッセージ ボディが gzip されている場合があり
ます。

詳細については、「データ非識別化データ プロトコル」を参照してください。

サービスの仮想化
###は、サーバが存在しない状態でクライアントに応答するための手段として、VSE が使用するプロセスです。仮想化で
は、VSM とサービス イメージを使用します。

仮想サービス環境の起動

仮想化を実行するには、仮想サービス環境（VSE）を起動する必要があります。VSE は、 レジストリに登録する必要が
あります。

VSE を起動するには、［スタート］-［プログラム］-［］-［仮想サービス環境］を選択します。

lisa.VSEServer という名前の VSE を作成し、レジストリ インスタンスに接続するためのウィンドウが表示されます。

NOTE
［仮想サービス環境］ウィンドウは最小化できますが、このウィンドウを閉じないでください。

Windows システム サービスをインストール済みの場合は、システム サービスを使用して VSE を起動できます。

また、コマンド プロンプトから以下のコマンドを使用して、名前の付いた VSE を起動することもできます。

[LISA_HOME]\bin\VirtualServiceEnvironment.exe -n  VSEName  -m  RegistryName

• VSEName
VSE の名前を指定します。

• RegistryName
既存のレジストリの名前を指定します。
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複数の仮想サービス環境の実行

1 台のコンピュータで複数の VSE サーバを実行するには、VirtualServiceEnvironment.exe の実行時に -p port コマンド
ライン オプションを追加します。port には、ポート番号を指定します。ポート番号は、VSE インスタンスによって異な
ります。

ライセンスの maxvirtualservices プロパティは、実行できる仮想サービスの数を制限します。

VSE マネージャを使用した VSE のセットアップ

VSE マネージャでは、仮想サービス環境を変更できます。

VSE マネージャの詳細については、「VSE マネージャ コマンド」を参照してください。

 

セッションの表示およびモデルの修正

########機能を利用すると、VSE サーバ上の現在（または最近）のセッションの動作を見ることができます。ある要求
に対してなぜその応答が返されたかを特定できます。また、セッションの表示では、VSE および対応するライブ システ
ムによって提供される応答の間で比較が可能となります。違いが存在する場合、アプリケーションは、######を使用し
て VSE サービス イメージに対してパッチまたは修正を行うことで、ライブ システムとの同期を保つことができます。

セッションの表示は、トランザクション トラッキングまたはイメージの検証実行モードで実行される仮想サービスに対
してのみ使用できます。モデルの修正は、イメージの検証モードで実行される仮想サービスに対してのみ使用できます。

モデルの修正は学習とは異なります。学習では、Service Virtualization とライブ応答の違いが検出されるとただちにサー
ビス イメージが変更されます。修正の場合には、それらの差分はログ記録され、後で［View Session and Tracking］情
報パネルで確認されてから、サービス イメージに適用されます。

セッションの表示とモデルの修正は、 仮想サービス モデルの編集時にアクセス可能なパネルで管理できます。
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［セッション］パネルは、［セッション情報］と［応答情報］の 2 つのペインに分かれています。各ペインには、セッ
ションおよび応答のステータスを示す、色分けされたステータス インジケータが含まれています。［セッション情報］
および［応答情報］のそれぞれのセクションでは、異なるペインのコンテキストで、これらのステータス インジケータ
について説明します。基本的に、ステータス アイコンの色は以下のことを示しています。

• 緑色： 仮想サービスとライブ システムの間でトランザクションが正確に一致していることを示します。また、緑色は
応答が正常に記録され、記録された応答がライブ システムの応答と同一であることも示します。

• 黄色： 仮想サービスとライブ システムの間での一致を示します。ただし、記録された応答の本文は、ライブ システ
ムとは異なります。

• 赤色： 仮想サービス レコーディングとライブ システムの間で会話型トランザクション ナビゲーションが異なること
を示します。たとえば、仮想サービスで応答が見つかりませんでしたが、その応答はライブ システムから再生されま
す。

• 灰色： なし

［セッション情報］ペイン

［セッション情報］ペインには、選択した仮想サービスのすべてのセッションが表形式でリスト表示されます。表を並べ
替えるか、または表示されている列を選択またはクリアするには、各列見出しの右の矢印をクリックします。

• セッション ステータス
現在のセッション ステータスを示す色分けされたアイコンを表示します。
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– 緑色： 記録された応答がライブ システムの応答と一致する場合（緑色）、そのセッション ステータスも緑色にな
ります。

– 黄色： 記録された応答がライブ システムと異なる場合（黄色）、そのセッション ステータスも黄色になります。
– 赤色： 応答が赤色の場合、そのセッション ステータスも赤色になります。
一度セッション ステータスが赤色になると、後続の応答が正常に一致する場合でも、赤色のままになります。これ
は、少なくとも 1 つの新しい応答がライブ システム由来であることを示します。

• セッション ID
各セッションの一意の ID を示します。

• 作成日
そのセッションの最初のトランザクションのタイムスタンプを表示します。

• 変更日
最新のトランザクションのタイム スタンプを表示します。

• トランザクション数
サービスの開始後に記録されたトランザクションの数を示します。

• クライアント ID
（プロトコルに固有）HTTP では、トランザクションをサブミットしたクライアントのエンドポイントを表示しま
す。

• 最新の要求
特定のセッションでの最新の要求を示します。

［応答情報］ペイン

［応答情報］ペインには、選択したセッションのトランザクションのリストが表示されます。このペインの最初の列にあ
る色付きのボールにマウス ポインタを重ねると、ツールヒントによって、そのトランザクションの一致が示されます。
特定のトランザクションをクリックすると、ペインの下部に要求と応答のタブが表示されます。これらのタブは、VSE
システムとライブ システムの間で要求/応答を比較します。

［応答情報］ペインでは、以下のアイコンがトランザクションを表します。

• 緑色： ライブ システムと VSE イメージの間で応答本文とナビゲーションが一致していることを示します。
• 黄色： 応答本文が一致しておらず、ナビゲーションが一致していることを示します。
• 赤色： ナビゲーションが一致していないことを示します。

– 会話型トランザクションの場合
トランザクションが赤色になるか、またはライブ システムに移動すると、後続のすべてのトランザクションも赤
色となり、ライブ システムに移動します。会話が会話用のライブ システムに移動した後は、VSE イメージ側では
コンテキスト不足となるため、その会話を VSE イメージに戻すことはできなくなります。

– ステートレス トランザクションの場合
トランザクションが赤色になるか、またはライブ システムに移動した後も、後続のトランザクションは引き続
き、応答を見つけるために、最初に VSE イメージと比較されます。応答が VSE イメージに存在する場合、その応
答はライブ システムからは再生されません。

［更新］ボタンは、ライブ セッション/ステートレス トランザクションのサービス イメージの更新に使用されます。こ
のプロセスは、モデルの修正と呼ばれています。モデルの修正を使用して VSE イメージとライブ システムの間のディ
スパリティを除去し、VSM が正しく動作するようにします。［更新］をクリックすると、赤色のボールでマークされた
セッションが灰色のボールに変わります。このセッションは、現在追跡されています。

• ［応答情報］の［更新］ボタンは、選択したトランザクションのサービス イメージを更新します。
• ［セッション情報］の［更新］ボタンでは、［Service Information］ペインに表示されている複数のセッションを選
択して、それらを同時に更新できます。

トランザクションの追跡
VSE では、ITR 機能を介して実行されたトランザクションを追跡できます。
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ITR で仮想サービスを使用する場合、プロジェクトが使用する設定ファイルで実行モードを設定します。

以下の手順に従います。

1. ［アクション］-［ITR ランからトラッキング対象の応答を表示］を選択します。
2. 特定の仮想サービスのトランザクションを追跡するには、lisa.vse.execution.mode プロパティを TRACK に設定す
ることにより、アクティブな設定ファイルで実行モードを設定します。
エディタの新しいウィンドウに、追跡されるトランザクションのリストが示されます。

Eclipse 用 VSE マネージャ プラグイン
VSE マネージャは、Eclipse などの統合開発環境（IDE）で動作するプラグインです。このプラグインを使用して、仮想
サービスの作成、更新、展開、および管理を行うことができます。

VSE マネージャは Eclipse リリース Neon 4.6、Oxygen 4.7、Photon
4.8、2018-09、2018-12、2019-03、2019-06、2019-09、2019-12 でサポートされています。Eclipse を Java 8 または
AdoptOpenJDK 8 JVM で実行していることを確認してください。

NOTE
このプラグインをインストールするには、古いプラグインをアンインストールします。

この記事には以下の情報が含まれます。

• プラグインの設定
– レジストリ Web サーバ接続の設定
– 以下に対する証明書を格納できるキーストアを追加するオプション

• レジストリ Web サーバ接続
• 仮想サービス

– レジストリ Web サーバ接続用の SSL の詳細
– 仮想サービス用の SSL の詳細
– ビューの設定
– ログ記録の設定

• LISA プロジェクトのインポート： ［ファイル］-［インポート］-［CA LISA］-［LISA プロジェクト］を選択しま
す。

• Mar の展開/再展開： ドラッグ アンド ドロップを使用するか、［Deploy/Redeploy Mar to （Mar の展開/再展開
先）］コンテキスト メニュー オプションを右クリックします。

• 要求/応答ペアからの仮想サービスの作成または更新
– 仮想サービスの作成

• VSE マネージャ ビューで、要求/応答ペアが含まれているフォルダを仮想サービスにドラッグ アンド ドロップ
するか、仮想サービスの前または後にドラッグ アンド ドロップします。

• 要求/応答ペアが含まれているフォルダで、［仮想サービスの作成］コンテキスト メニュー オプションを右ク
リックします。

– 仮想サービスの更新： VSE マネージャ ビューで、要求/応答ペアが含まれているフォルダを仮想サービスにドラッ
グ アンド ドロップします。さらに要求/応答ペアを追加できますが、更新の一環としてデータ プロトコルの編集や
既存の要求/応答ペアの更新/マージ/上書きを行うことはできません。このような変更は、ワークステーションで実
行する必要があります。

• Swagger 仕様からの仮想サービスの作成または更新
– 仮想サービスの作成

 1008



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

• VSE マネージャ ビューで、Swagger 仕様ファイルを仮想サービスにドラッグ アンド ドロップするか、任意の
仮想サービスの前または後にドラッグ アンド ドロップします。

• Swagger 仕様ファイル上で、［仮想サービスの作成］コンテキスト メニュー オプションを右クリックします。
• SSL ベースの仮想サービスの作成： ［仮想サービスの作成］ダイアログ ボックスで［SSL を使用］チェックボック
スをオンにします。

• ［仮想サービスの作成］ダイアログ ボックスで［特定トランザクションの重複を許可］を選択することで、仮想サー
ビスを作成します。

• （オプション）仮想サービスを展開するためのポートを指定： ［仮想サービスの作成］ダイアログ ボックスの［ポー
ト］フィールドでカスタム ポートを指定します。

• 仮想サービスのプロパティの更新または表示： ［プロパティ］コンテキスト メニュー オプションを右クリックしま
す。

• VSE マネージャ ビューでは、以下の操作を実行できます。
– VS サービスのリフレッシュ
– 開始
– 停止
– カウンタのリセット
– プロパティ
– 展開解除

プラグインの使用方法の詳細については、以下のセクションを参照してください。

以下のビデオでは、Eclipse でこのプラグインを使用して、仮想サービスの作成、更新、展開、および管理を行う方法の
デモを示します。

VSE マネージャ プラグインのインストール

VSE マネージャをインストールするには、新しいソフトウェアを追加するための Eclipse の標準的な手順に従います。

以下の手順に従います。

1. Eclipse Marketplace からプラグインを取得します。
a. Eclipse で、［Help］-［Eclipse Marketplace］を選択します。
マーケットプレイス ダイアログ ボックスが表示されます。

b. ［Virtual Service Plugin］を検索します。
c. ［Virtual Service Plugin for CA Service Virtualization］を選択し、［Install］をクリックします。
［Confirm Selected Feature］ウィンドウが表示されます。

2. リポジトリからプラグインを取得します。
a. 以下のリンクから VSE マネージャ プラグインのアーカイブ ファイル（CASVpluginEclipse-10.6.0.zip）をダウン
ロードします。
• https://packages.broadcom.com/artifactory/sv/CASVpluginEclipse/10.6.0/

b. ［Help］ - ［Install New Software］を選択します。
インストールのダイアログ ボックスが表示されます。

c. ［Add］ボタンをクリックします。
［Add Repository］ダイアログ ボックスが開きます。

d. 名前を入力し、［Archive］ボタンをクリックして場所を選択し、［Add］ボタンをクリックします。
ソフトウェアがアーカイブからロードされ、リストに表示されます。

e. ［CA DevTest］ - ［VSE Manager UI］を選択し、［Next］をクリックします。
3. ［Confirm Selected Feature］ウィンドウが表示されます。［Confirm］をクリックします。
［Review Licenses］ウィンドウが表示されます。

4. ライセンスを確認して同意し、［Finish］をクリックします。
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VSE マネージャ プラグインがインストールされます。

VSE マネージャ プラグインの設定

プラグインを使用する前に設定します。

以下の手順に従います。

1. VSE マネージャの［VSE マネージャ表示の基本設定］ダイアログ ボックスを開きます。以下の画面は、このダイア
ログ ボックスを示しています。

2. ［Registry Web Server Connection Settings （レジストリ Web サーバ接続の設定）］セクションで、以下の情報を
入力します。
– VSE Web サーバの URL を入力します。
– 必要に応じて、ユーザ名とパスワードを入力します。

NOTE
［User Name］フィールドと［Password］フィールドに値を入力します。これらのフィールドを空白の
ままにすると、Eclipse の［Password Required］ダイアログ ボックスが表示されます。これは VSE マ
ネージャの正常なダイアログ ボックスではありません。このダイアログ ボックスが表示された場合は、
ユーザ名とパスワードを入力する代わりに［Cancel］をクリックします。

3. ［Keystore details （キーストアの詳細）］セクションで、以下のオプションを入力します。
– キーストア ファイルおよびパスワード
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キーストア ファイルには、SSL 接続に必要な証明書が格納されます。レジストリ Web サーバおよび仮想サービス
の SSL 証明書がキーストア ファイルに存在する必要があります。

– Registry Web Server SSL details
このセクションでは、レジストリ Web サーバ SSL の設定で使用されるキーストアに存在する SSL 証明書のエイ
リアスを指定します。

NOTE
SSL 対応のレジストリ接続用に Web サーバ プロパティを定義します。詳細については、「ローカル プ
ロパティ ファイル」を参照してください。これらの Web サーバ プロパティを定義した後に、［Registry
Web Server URL （レジストリ Web サーバの URL）］ を https として指定し、［Registry Web server
SSL details （レジストリ Web サーバ SSL の詳細）］セクションの情報を入力します。

– Virtual Service SSL details
https を使用して仮想サービスを作成する場合は、このセクションに値を入力します。このセクションでは、https
ベースの仮想サービス用の SSL 証明書を格納します。

NOTE
1 つの証明書のみを指定できます。

4. （オプション）［設定の表示］セクションで、以下のオプションを入力します。
– ビューを閉じて再び開いたときに列の順序およびそれらの関連する幅を保持するには、［アプリケーションの
シャット ダウンおよびスタートアップ時に列の位置および幅を保存します］チェック ボックスをオンにします。

– ビューが約 10 秒ごとに自動的にコンテンツをリフレッシュするようにするには、［すべての仮想サービスの現在
のステータスを定期的に更新します］チェック ボックスをオンにします。

5. （オプション） Web サーバの要求および応答をコンソールに記録するには、［Logging Settings （ログ記録
の設定）］セクションで、［Log request and responses to the console （要求および応答をコンソールに記
録）］チェック ボックスをオンにします。

6. 変更を保存してダイアログ ボックスを閉じるには、［適用］を選択します。

VSE マネージャ プラグインが設定されました。

プロジェクトのインポート

以下の手順に従います。

1. メイン メニューから、Eclipse のインポート ウィザードを開きます。
2. CA  カテゴリから、［ Project］を選択します。
3. プロジェクトを選択し、［Project Name］フィールドにその名前を入力します。
4. ［Finish］を選択します。
プロジェクトがインポートされます。

［VSE Manager］ビューの使用

VSE マネージャでは、以下のアクションを実行できます。
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• ドラッグ アンド ドロップによってビューの列を並べ替えます。
• 列を選択して、ドロップダウン リストを表示または非表示にします。
• 選択した仮想サービスのプロパティを開始、停止、展開解除、または表示することにより、VSE で仮想サービスを作
成、更新、および展開します。

• MAR ファイル、要求/応答ペアを含むフォルダ、または Swagger （OpenAPI 2.0 または 3.0 ドキュメント）をドラッ
グ アンド ドロップします。

［Properties］ビューの統合

仮想サービスが［VSE Manager］ビューで選択されており、［Properties］ビューが開いている場合、選択したサービス
に関してより多くの情報を表示および更新できます。

このビューでは、以下のアクションを実行できます。

• VSE サーバの起動時にサービスを自動的に開始します。
• 展開した仮想サービスの容量を変更できます。
• 仮想サービスに対する要求の反応時間スケールを変更できます。

仮想サービスの作成、展開、管理、および再展開は、以下の方法で行うことができます。

NOTE
仮想サービスを展開するときに、ポートおよび SSL 設定（https）をカスタマイズできます。

• MAR ファイル： ドラッグ アンド ドロップを使用するか、［Deploy/Redeploy Mar to （MAR の展開/再展開
先）］コンテキスト メニュー オプションを右クリックすることで、MAR ファイルを VSE に展開または再展開でき
ます。以下の画面に、この方法を示します。
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• 要求/応答ペアのディレクトリ： コンテキスト メニューを右クリックするか、仮想サービスにドラッグ アンド ドロッ
プすることで、仮想サービスを作成できます。また、要求/応答ペアの補強による既存の仮想サービスの更新は、仮想
サービスへのドラッグ アンド ドロップ操作によってのみ行うことができます。
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• Swagger ファイル： コンテキスト メニューを右クリックするか、仮想サービスにドラッグ アンド ドロップすること
で、Swagger （OpenAPI 2.0 または 3.0 ドキュメント）を使用して仮想サービスを作成できます。サポートされてい
る Swagger ファイルは、YAML、JSON、および .yml です。
また、既存の仮想サービスの更新は、仮想サービスへのドラッグ アンド ドロップ操作によってのみ行うことができま
す。
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仮想サービスの更新

また、要求/応答ペアの補強による既存の仮想サービスの更新は、仮想サービスへのドラッグ アンド ドロップ操作によっ
てのみ行うことができます。

［仮想サービスの更新］ダイアログ ボックスで［Overwrite matching transactions （一致するトランザクションを上書
き）］を選択することで、仮想サービスを更新します。
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IntelliJ IDEA 用 VSE マネージャ プラグイン
VSE マネージャは、仮想サービスを作成、展開、および管理するために使用できる IntelliJ IDEA プラグインです。

IntelliJ IDEA の詳細については、JetBrains の Web サイトを参照してください。

この記事には以下の情報が含まれます。

IntelliJ IDEA 用 VSE マネージャ プラグインのインストール

以下の手順では、プラグインを Mac および Windows にインストールする方法について詳しく説明します。

NOTE
サポートされている IntelliJ IDE のバージョンは、バージョン 2019 です。

（Mac の場合）以下の手順に従います。

1. 以下のいずれかのリンクから VSE マネージャ プラグインのアーカイブ ファイル（CASVpluginIDEA-1.1.0.zip）をダ
ウンロードします。
– https://packages.broadcom.com/artifactory/sv/CASVpluginIDEA/1.1.0/
新しいソフトウェアを追加するための標準的な IntelliJ IDEA の手順に従います。

2. IntelliJ IDEA Editor で、［IntelliJ IDEA］-［Preferences］-［Plugins］に移動します。
以下の画面は、この手順を示しています。
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3. ［Plugins］ページで、歯車アイコンをクリックして VSE マネージャ プラグインを検索します。次に、［Install
Plugin from Disk］を選択し、VSE マネージャ プラグインのアーカイブ ファイルを選択して［OK］をクリックしま
す。
以下の画面は、この手順を示しています。

4. ［OK］をクリックして変更を適用し、IntelliJ IDEA を再起動します（プロンプトが表示された場合）。

VSE マネージャ プラグインがインストールされます。

（Windows の場合）以下の手順に従います。

1. 以下のいずれかのリンクから VSE マネージャ プラグインのアーカイブ ファイル（CASVpluginIDEA-1.1.0.zip）をダ
ウンロードします。
– https://packages.broadcom.com/artifactory/sv/CASVpluginIDEA/1.1.0/
新しいソフトウェアを追加するための標準的な IntelliJ IDEA の手順に従います。

2. IntelliJ IDEA Editor で、［File］-［Settings］に移動します。
以下の画面は、この手順を示しています。
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3. ［Install Plugin from Disk］を選択します。
以下の画面は、このオプションを示しています。

 1018



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

VSE マネージャ プラグインがインストールされます。

IntelliJ IDEA 用 VSE マネージャ プラグインの設定

以下の手順に従います。

1. IntelliJ IDEA Editor の［Preferences］パネルで、［Tools］を展開して［VSE マネージャ］を選択します。
VSE マネージャ ビューの環境設定が表示されます。

2. 以下のフィールドに入力します。
a. ［Registry Web Server Connection Settings （レジストリ Web サーバの接続設定）］セクションで、以下のレ
ジストリ固有の詳細を指定します。
Registry Web Server URL （レジストリ Web サーバ URL）
VSE Web サーバの URL。
ユーザ名
VSE マネージャへのログインに使用するユーザ名。
パスワード
VSE マネージャへのログインに使用するパスワード。
設定を適用する前に、接続をテストしてレジストリが起動していることを確認するには、［Test Settings （設定
のテスト）］をクリックします。
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b. レジストリで HTTPS などの安全な接続が設定されている場合は、［Registry SSL （レジストリ SSL）］タブ
の［Keystore Details （キーストアの詳細）］セクションで、証明書が含まれる有効なキーストアを以下のフィー
ルドに入力します。
以下の画面は、このセクションを示しています。

キーストア ファイル
DevTest のインストール フォルダに含まれているキーストアです。仮想サービスに固有の SSL （Secure Sockets
Layer）へのファイル パスは、仮想サービスが展開されているマシンによって異なります。仮想サービスは、VSE
マネージャ プラグインを実行している開発者コンソール以外のマシンに展開できます。キーストアへのパスに
は、Windows プラットフォームのパスを指定できます。このファイルでは、Windows 上の VSE マネージャ上で
展開されるように仮想サービスを定義できます。また、Macintosh/Ubuntu 上で VSE マネージャ プラグインを使
用することもできます。

IMPORTANT
キーストアのパスは、仮想サービス環境（VSE）をホストしているオペレーティング システムのパスで
ある必要があります。

例： webserver.ks
キーストア パスワード
キーのパスワード。
キー エイリアス
キーのエイリアス。
例： jetty
キー パスワード
キーのパスワード。
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TIP
カスタム キーストアを使用して、レジストリまたは仮想サービス用の SSL 証明書を設定することもで
きます。

c. VSE マネージャ ビューに仮想サービスの最新のサマリが表示されるようにするには、以下の手順に従って、この
リストを定期的に更新するようにプラグインを設定します。
a. ［Virtual Service SSL （仮想サービス SSL）］タブをクリックします。
b. ［設定の表示］セクションで、［すべての仮想サービスの現在のステータスを定期的に更新します］オプショ
ンを選択します。

d. VSE マネージャとのすべての通信では、DevTest バックエンド サーバへの複数の REST 呼び出しが発
生します。要求/応答ペアを監視または表示する必要がある場合は、［Logging Settings （ログ記録の設
定）］で、［Logging request and response to console （要求と応答をコンソールに記録します）］オプション
を選択します。

3. ［OK］をクリックします。

VSE マネージャ プラグインが設定されました。

LISA プロジェクトをモジュールとして IntelliJ IDEA プロジェクトへインポート

有効な LISA プロジェクトが DevTest ワークステーションに作成され、lisa.project ファイルが含まれています。以下の画
面は、有効な LISA プロジェクトを示しています。

以下の画面は、有効な LISA プロジェクトを示しています。

プロジェクトには、要求/応答（RR）ペア（ファイル）、Swagger ファイル、およびモデル アーカイブ（MAR）ファイ
ルなどのアーティファクトが含まれています。インポートされたモジュールは、いつでも削除できます。

IntelliJ IDEA でモジュールを作成および管理する方法の詳細については、JetBrains の Web サイトを参照してください。

以下の手順に従います。

1. IntelliJ IDEA で、［File］-［New］-［Module from Existing Sources］をクリックします。
以下の画面は、この手順を示しています。
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フォルダの場所を選択するダイアログ ボックスが表示されます。
2. LISA プロジェクトのフォルダを選択し、［Open］をクリックします。
3. ［Next］をクリックしてウィザードの手順を進めます。

LISA プロジェクトがモジュールとしてインポートされます。

仮想サービスの作成

要求/応答ペア ファイル、Swagger ファイル、または MAR ファイルから仮想サービスを作成できます。

要求/応答ペアからの作成

以下の手順に従います。

1. IntelliJ IDEA から、インポートされた LISA プロジェクトで作成したフォルダで要求/応答ペアを右クリックし、［仮
想サービスの作成］を選択します。
以下の画面は、このオプションを示しています。
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TIP
要求/応答ペア ファイルを仮想サービスにドラッグ アンド ドロップして、そのファイルから仮想サービスを
作成することもできます。
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2. ［Create Virtual Service from RR pair （要求/応答ペアからの仮想サービスの作成）］ウィンドウで、以下のフィー
ルドに入力し、［OK］をクリックします。
ターゲット VSE
ターゲット仮想サービスの名前。
例： VSE
必須： はい
フォルダ
この仮想サービスを保存する場所。
例： /Applications/CA/DevTest/Projects/Bank v6/Data/rrpair
必須： はい
サービス名
この仮想サービスの名前。
必須： いいえ
注： サービス名を指定しない場合、DevTest によって動的に割り当てられます。
ポート
この仮想サービスのポート名。
必須： いいえ
注： ポートを指定しない場合、DevTest によって動的に割り当てられます。
SSL を使用
この仮想サービスで SSL を使用するかどうかを定義します。
デフォルト： オフ

仮想サービスが作成されます。

Swagger ファイルからの作成

以下の手順に従います。

1. IntelliJ IDEA から、インポートされた LISA プロジェクトで作成したフォルダで Swagger YAML ファイルを右クリッ
クし、［仮想サービスの作成］を選択します。
以下の画面は、この手順を示しています。
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TIP
Swagger ファイルを仮想サービスにドラッグ アンド ドロップして、そのファイルから仮想サービスを作成
することもできます。

2. ［Create Virtual Service from Swagger File （Swagger ファイルからの仮想サービスの作成）］ウィンドウで、以
下のフィールドに入力し、［OK］をクリックします。
ターゲット VSE
ターゲット仮想サービスの名前。
例： VSE
必須： はい
ファイル
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この仮想サービスを保存する場所。
例： /Applications/CA/DevTest/Projects/Bank v6/Data/swagger_v2.yaml
必須： はい
サービス名
この仮想サービスの名前。
必須： いいえ
注： サービス名を指定しない場合、DevTest によって動的に割り当てられます。
ポート
この仮想サービスのポート名。
必須： いいえ
注： ポートを指定しない場合、DevTest によって動的に割り当てられます。
SSL を使用
この仮想サービスで SSL を使用するかどうかを定義します。
デフォルト： オフ

仮想サービスが作成されます。

MAR ファイルからの作成

以下のいずれかの方法を使用して、MAR ファイルから仮想サービスを作成できます。

• MAR ファイルを仮想サービスにドラッグ アンド ドロップします。
• IntelliJ IDEA から、インポートされた LISA プロジェクトで作成したフォルダで MAR ファイルを右クリック
し、［Deploy/Redeploy MAR to （Mar の展開/再展開先）］-［VSE］を選択します。
以下の画面は、この手順を示しています。

仮想サービスが作成されます。

仮想サービスの管理

仮想サービスは、VSE マネージャ ビューに表示されます。ワークステーション、ポータル、および API などのクライア
ントは、このビューを使用して、仮想サービスに対して以下のアクションを実行できます。
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• 仮想サービスのリストを表示します。
• ビュー内の列の表示/非表示を切り替えます。
• 仮想サービスを開始および停止します。
• 仮想サービスを更新します。
• 仮想サービスのプロパティを編集します。
• 仮想サービスを展開解除します。

VSE マネージャ ビューを使用する前に、IntelliJ IDEA に LISA プロジェクトがインポートされていることを確認してくだ
さい。

仮想サービスのリスト表示

IntelliJ IDEA ウィンドウの下部にあるバーで、［VSE マネージャ］タブをクリックします。

以下の画面は、このタブを示しています。

VSE マネージャ ビューが表示されます。以下の画面は、仮想サービスのリストが表示される［サマリ］サブタブを示し
ています。

TIP
VSE マネージャ ビューに仮想サービスの最新のサマリが表示されるようにするには、このリストを定期的に更
新するように VSE マネージャ プラグインを設定します。

仮想サービスの開始と停止

［サマリ］サブタブで、仮想サービスを右クリックし、［開始］または［停止］アクションを選択します。以下の画面
は、これらのオプションを示しています。
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TIP
左側のツールバーで［開始］および［停止］アイコンをクリックすることもできます。

仮想サービスのプロパティの編集

• VSE サーバの起動時にサービスを自動的に開始します。
• 展開した仮想サービスの容量を変更できます。
• 仮想サービスに対する要求の反応時間スケールを変更できます。

以下のいずれかの方法を使用して、仮想サービスの情報を表示および編集できます。

• ［サマリ］サブタブでインラインで編集します。編集するアイテムをクリックし、ドロップダウン リストからオプ
ションを選択します。以下の画面は、仮想サービスをインラインで編集する方法を示しています。

• 別のビューで編集します。以下の手順に従います。
a. ［サマリ］サブタブで、プロパティを編集する仮想サービスを右クリックし、［プロパティ］アクションを選択し
ます。以下の画面は、このオプションを示しています。

TIP
左側のツールバーで［プロパティの編集］アイコンをクリックすることもできます。

b. 仮想サービスのプロパティを編集します。以下の画面は、［プロパティ］ウィンドウで仮想サービスを編集する方
法を示しています。
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仮想サービスの更新

要求/応答ペア ファイルまたは MAR ファイルを仮想サービスにドラッグ アンド ドロップして、仮想サービスを更新しま
す。Swagger 仕様を使用して仮想サービスを更新することはできません。

NOTE
仮想サービスに MAR ファイルをドラッグ アンド ドロップすると、仮想サービスの内容のみが更新されます。

仮想サービスの展開解除

VSE マネージャ ビューの［サマリ］サブタブで、展開解除する仮想サービスを右クリックして、［Undeploy （展開解
除）］アクションを選択します。

要求と応答のログ記録

［コンソール］サブタブに、要求と応答を記録できます。以下の画面は、このサブタブを示しています。

IntelliJ IDEA 用 VSE マネージャ プラグインのアンインストール

（Mac の場合）以下の手順に従います。

1. IntelliJ IDEA Editor で、［IntelliJ IDEA］-［Preferences］-［Plugins］に移動します。
2. ［Plugins］ページで［Install］タブをクリックし、VSE マネージャ プラグインを検索して選択します。
以下の画面は、この手順を示しています。
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3. ［Menu］オプションをクリックし、［Uninstall/Disable］オプションを選択します。
以下の画面は、この手順を示しています。

再起動を求めるプロンプトが自動的に表示されます。
4. プロンプトに従って、IntelliJ IDEA からプラグインを削除します。

VSE マネージャ プラグインがアンインストールされます。

（Windows の場合）以下の手順に従います。

1. IntelliJ IDEA Editor で、［File］-［Settings］に移動します。
以下の画面は、この手順を示しています。
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2. VSEManager プラグインを見つけます。
以下の画面は、この手順を示しています。

3. メニューから［Uninstall］オプションを選択します。以下の画面は、この手順を示しています。
以下の画面は、この手順を示しています。

再起動を求めるプロンプトが自動的に表示されます。
4. プロンプトに従って、IntelliJ IDEA からプラグインを削除します。

VSE マネージャ プラグインがアンインストールされます。

VSE コマンド
このセクションでは、利用可能な VSE コマンドの詳細を示す以下のページがあります。

VSE マネージャ コマンド - 仮想サービス環境の管理
仮想サービス環境を管理するには、VSE マネージャのコマンド ライン ツールを使用します。 6.0 以降の実装では、コマ
ンド ライン ツールを使用するようお勧めします。詳細については、「サービス マネージャ コマンド」を参照してくだ
さい。

VSE マネージャは、 の bin ディレクトリにツールとして含まれています。

VSE マネージャのコマンドの形式は以下のとおりです。
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 VSEManager [--registry name | --vse name  | --username=name |--password=name ] 
 [--status [vs-name | all ] | --deploy archive-file | --redeploy archive-file |
 --update vs-name [capacity capacity] [thinkscale scale] [auto-restart [ON|OFF]
 [grouptag group tag] | --remove vs-name | --start vs-name | --set-exec-mode vs-name --
mode exec-mode | --stop vs-name | --help | --version
 

• --registry name
処理する  レジストリの名前を設定します。

NOTE
コマンドが実行される前に、--registry パラメータを定義する必要があります。定義しないと、コマンドは、
デフォルトではローカル レジストリで実行されます。ローカル レジストリがない場合、コマンドは実行さ
れません。

• --vse name
処理する仮想サービス環境の名前を設定します。

• --username=name
ACL 対する認証に使用する ID を設定します。

• --password=name
指定した --username 値に関連付けられるパスワードを設定します。

• --status [vs-name | all]
現在の環境に含まれる特定の仮想サービスまたはすべての仮想サービスのステータスを出力します。

• --performance [on | off]
VSE のパフォーマンス モードを指定します。

• --deploy archive-file
新しい仮想サービスを現在の環境に展開します。指定されたアーカイブ ファイルには、そのプライマリ アセットとし
て仮想サービス モデルが存在する必要があります。

• --redeploy archive-file
指定された仮想サービスを現在の環境に再展開します。

• --update VS # [capacity ##] [--thinkscale ####] [--auto-restart [ON|OFF] [--grouptag #### ##]
指定した仮想サービスの容量、反応時間スケール、グループ タグ、自動再起動の設定、またはこれらのパラメータの
任意の組み合わせを更新します。

• --remove vs-name
指定した仮想サービスを現在の環境から削除します。

• --start vs-name
指定した仮想サービスを現在の環境で開始します。

• --set-exec-mode vs-name --mode [DYNAMIC | VALIDATION | LIVE | TRACK | EFFICIENT | LEARNING |
STAND_IN | FAILOVER]
現在の環境内の指定した仮想サービスの実行モードを設定します。

• --stop vs-name
現在の環境内の指定した仮想サービスを停止します。

• --help
ヘルプ テキストを表示します。

• --version
VSE バージョン番号を出力します。

例： 仮想サービスの展開

この例では、新しい仮想サービスを展開します。

VSEManager --username=admin --password=admin --deploy C:\Weather.mar
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例： ステータスの確認

この例では、現在の環境内のすべての仮想サービスのステータスを出力します。

 VSEManager --username=admin --password=admin --status all
  
 Name        Resource            Status   Auto  Capacity  Think  Txns  Errors  Exec Mode
       Up Time  Group
 ----------  ------------------  -------  ----  --------  -----  ----  ------ 
 --------------  -------  -----
 Calculator  1165 : http :  : /  Running  Yes   1         100    0     0       Most
 Efficient  0:11:21
 Weather     1225 : http :  : /  Running  Yes   1         100    0     0       Most
 Efficient  0:00:44
 

ServiceManager コマンド -- サービスの管理
ServiceManager コマンド ライン ツールを使用して、 サービスをモニタ、リセット、停止します。このコマンドは、任
意の  レジストリ、シミュレータ、コーディネータ、および VSE サーバに適用されます。サービス マネージャは、 の
bin/ ディレクトリに含まれています。

詳細については、「ServiceManager」を参照してください。

 

ServiceImageManager コマンド -- サービス イメージの管理
新しいまたは既存のサービス イメージにトランザクション（RAW またはセッション）をインポートするには、VSE
ServiceImageManager コマンド ライン ツールを使用します。このツールでは、2 つ以上のサービス イメージを組み合わ
せることもできます。ServiceImageManager は、LISA_HOME\bin ディレクトリにあります。

対話型、時間制限、または切断のいずれかの方法で、レコーディングを制御します。

• 対話型
--record 引数のみを指定する場合には、対話型スタイルを使用します。レコーダは、準備ができると、コンソールで
Enter キーが押されるまで待機してから、レコーディング プロセスを開始します。レコーダは、Enter キーが再び押
されるまで待機してから、プロセスを停止します。

• 時間制限
--record および --stop= （および必要に応じて --start=）引数を指定する場合には、時間制限スタイルを使用します。

• 切断
--record および --port= 引数を指定する場合には、切断スタイルを使用します。これにより、--signal 引数が制御シグ
ナルをレコーダへ渡すために使用するリスナが設定されます。切断スタイルでレコーダが開始されたら、別のプロセ
スの ServiceImageManager ツールを使用して、開始シグナルと停止シグナルをポートに送信することによって、レ
コーダを制御できます。この制御には、--signal= および --port= 引数のみ指定する必要があります。

3 つのすべてのスタイルには、--vrs および --si-file= 引数が必要です。対話型および切断スタイルの場合には、開始シグ
ナルの待機をスキップしてレコーディングをただちに開始するために、必要に応じて --go を指定します。

インポートするには、インポートする RAW またはセッション トラフィック トランザクション ファイルを --import 引
数の後に指定します。インポートの実行方法を制御するには、トランスポート、要求、および応答のデータ プロトコル
と、ナビゲーション許容差を使用します。- vrs= 引数をプロトコルまたは許容差引数と共に使用する場合は、ほかの引数
の前に配置します。- vrs= 引数は、パラメータを初期状態にリセットします。インポートするサービス イメージを含む
ファイルの名前を指定するには、--si-file 引数を使用します。少なくとも以下の引数を指定します。
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• --import=
• --si-file=
• --vrs= または --transport=

以下の引数を指定することもできます。

• --request-data=
• --response-data=
• --non-leaf= または --leaf=

2 つまたは複数のサービス イメージを組み合わせるには、ターゲットのサービス イメージを combine 引数の後に指定
します。--combine= が定義するファイル名が、ターゲット VSI です。リストされるその他のファイルが、ソースです。
類似トランザクションの組み合わせ方法を制御し、ターゲット イメージに組み合わせるソース イメージのファイル名を
リストするには、--favor を使用します。少なくとも以下の引数を指定します。

--combine=

以下の引数を指定することもできます。

--favor=

組み合わせ操作のソース ファイルをリストします。

NOTE
スペースを含む値を伴う引数（プロトコル名など）は、引用符で囲む必要があります。例： "--import=my
file.xml" および -i"my file.xml"

ServiceImageManager コマンドの形式は以下のとおりです。

• --help -h
ヘルプ テキストを表示します。

• --record -d
サービス イメージ ファイルにトランザクションを記録します。

• --vrs= recording-session-file  -v  recording-session-file
vrs パラメータは、レコーディングまたはインポート操作のすべての設定情報を含むレコーディング セッション ファ
イルを指定します。

• --go -G
go パラメータは、対話型または切断スタイルで、開始シグナルの待機がバイパスされることを指定します。

• --start=time-spec -S time-spec
start パラメータは、指定の間隔後にレコーダがレコーディングを開始することを指定します。

• --stop=time-spec -E time-spec
stop パラメータは、指定の間隔後にレコーダがレコーディングを停止することを指定します。この間隔は、レコーダ
がレコーディングを開始する時間に関連しており、ミリ秒で指定されます。

• --port=port-number -P port-number
port パラメータは、レコーダの制御に使用するポートを指定します。このコマンドは、--record と共に使用された場
合には、レコーダが制御のためにリスンするポートを示します。このコマンドは、--signal と共に使用された場合に
は、開始/終了シグナルが送信されるポートを示します。

• --bind=bindaddress -b  bindaddress
リスンする IP アドレス。

• --signal=start|stop -g start|stop
signal パラメータは、別のプロセスのレコーダに送信するシグナルを指定します。このコマンドには、--port= 引数
が必要です。

• --import=raw/traffic-file -i raw/traffic-file
指定された RAW またはセッション トラフィック XML ドキュメントをサービス イメージ ファイルにインポートしま
す。

• --transport=protocol -t protocol
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transport パラメータは、インポート操作中に使用するトランスポート プロトコルを指定します。
値:
– HTTP/S
– IBM MQ シリーズ
– JMS
– 標準 JMS (非推奨)
– Java
– TCP
– JDBC （ドライバ ベース）
– CICS LINK <DPL>、DTP <MRO、LU6.1、LU6.2>
– CICS トランザクション ゲートウェイ <ECI>
– IMS 接続
– JCo 経由の SAP RFC
– JCo IDoc プロトコル
– 不透明データ処理 (ODP)

• --request-data=protocol -r protocol
request-data パラメータは、インポート操作中に使用する要求側のデータ プロトコルを指定します。
値:
– Web サービス（SOAP）
– Web サービス（SOAP ヘッダ）
– Web サービス ブリッジ
– WS-Security 要求
– 要求データ マネージャ
– 要求データ コピー
– 自動ハッシュ トランザクション ディスカバリ
– ジェネリック XML ペイロード パーサ
– データ非識別化
– Copybook データ プロトコル
– 区切りテキスト データ プロトコル
– スクリプタブル データ プロトコル
– DRDA データ プロトコル
– XML データ プロトコル
– CICS Copybook データ プロトコル
– CTG Copybook データ プロトコル
– EDI X12 データ プロトコル
– JSON
– SWIFT データ プロトコル
– REST データ プロトコル

• --response-data=protocol -R protocol
response-data パラメータは、インポート操作中に使用する応答側のデータ プロトコルを指定します。
値:
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– WS セキュリティ応答
– データ非識別化
– Copybook データ プロトコル
– 区切りテキスト データ プロトコル
– スクリプタブル データ プロトコル
– DRDA データ プロトコル
– CICS Copybook データ プロトコル
– CTG Copybook データ プロトコル
– JSON
– SWIFT データ プロトコル

• --non-leaf=CLOSE | WIDE | LOOSE -n CLOSE | WIDE | LOOSE -n tolerance
non-leaf パラメータは、作成された任意の非リーフ会話ノードに適用されるデフォルトのナビゲーション許容差を指
定します。
デフォルト： WIDE

• --leaf=CLOSE | WIDE | LOOSE -l CLOSE | WIDE | LOOSE -l tolerance
leaf パラメータは、作成された任意のリーフ会話ノードに適用されるデフォルトのナビゲーション許容差を指定しま
す。
デフォルト： LOOSE

• --config=config-file -C config-file
レコーディング モードで、使用する設定ファイルを指定します。

• --si-file=vsi-file -s vsi-file
si-file パラメータは、トランザクションのインポート先となるサービス イメージ ファイルの名前を指定します。こ
のファイルが存在しない場合には、アプリケーションはこのファイルを作成します。このファイルが存在する場合に
は、インポートされたトランザクションは、既存のサービス イメージにマージされます。

• --vsm_file=vsm-file -m vsm_file
vsm_file パラメータは、レコーディング中に作成する仮想サービス モデル ファイルの名前を指定します。vsm ファ
イルは、 プロジェクト フォルダ内に作成される必要があります。

• --combine=target-vsi-file -c target-vsi-file
1 つ以上のサービス イメージ ファイルを、指定されたサービス イメージ ファイルへ組み合わせます。favor 引数が
指定されていない限り、ソース サービス イメージが優先されます。

• --favor=source | target -f source | target
favor パラメータは、サービス イメージを組み合わせる際、類似トランザクションを組み合わせる方法を指定しま
す。
値:
– source： 類似トランザクション（およびその他のデータ）が、ソース側からターゲット側を更新します。
– target： 類似トランザクション（およびその他のデータ）は、ターゲット側を変更しません。

• --version
version パラメータは、VSE バージョン番号を出力します。

ServiceImageManager コマンドには、以下の 2 つのエラー コードがあります。

1 - 引数の例外が発生した場合（終了ステータスは不良なパラメータ）。

2 - その他の一般的なエラーが発生した場合。

例

ServiceImageManager には広範な機能があるため、ドキュメントを参照して適切な引数を見つけてくださ
い。ServiceImageManager を使用できるいくつかのシナリオを以下に示します。

レコーディングを実行
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ServiceImageManager  -d -v c:/myRecording.vrs -C c:/recording.config  -s c:/
generatedImage.vsi  -m c:/generatedModel.vsm -P 3366 -G

このコマンドの引数を以下に説明します。

• -d
レコーディングを実行します。

• -v
VRS ファイル（レコーディングの設定ファイル）を作成します。このファイルは VS レコーダから生成できます。

• -c
設定ファイルを使用します（オプション）。

• -s/-m
生成されるアセットに名前を付けます。

• -P
サービス イメージがコマンドをリッスンするポートを指定します（VRS ファイルで指定されるレコーディング ポー
トとは異なります）。

• -G
レコーディングを今すぐ開始します。                

このコマンドを発行した後に、レコーダが実行されると、トランザクションを実行することができます。レコーディング
を停止するには、以下の引数を使用して ServiceImageManager を再実行します。

ServiceImageManager.exe -g stop –P 3366

このコマンドの引数を以下に説明します。

• -g 実行するアクション。この例では「stop」です。別のオプションでは、引数から –g を削除し、レコーディングを
開始する –g start を実行することによってレコーディングを後で開始します。

• -P
サービス イメージがコマンドをリッスンするポートを指定します（VRS ファイルで指定されるレコーディング ポー
トとは異なります）。

ポート、ホスト、および DPH などのすべてのレコーディング設定は、VSE レコーダから生成した VRS ファイルから構
成されます。            

RAW トラフィック ファイルから VSI/VSM を生成

同じコマンドを使用しますが、–d を削除して –I を追加します。以下に例を示します。

ServiceImageManager -v c:/myRecording.vrs -C c:/recording.config  -s c:/
generatedImage.vsi  -m c:/generatedModel.vsm –i c:/rawTarffic.xml

VRS ファイルを使用せずに RAW トラフィックをインポート

ServiceImageManager.exe -i c:/rawTarffic.xml. -s c:/generatedImage.vsi  -m c:/
generatedModel.vsm -t “HTTP/S” -r "JSON"

このコマンドは、RAW トラフィックをインポートし、HTTP/S データとして処理します。その後、このコマンドは
JSON （JSON DPH）としてデータを処理します。生成されるモデルは、JSON DPH を含む HTTP モデルです。
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VirtualServiceEnvironment コマンド
VirtualServiceEnvironment コマンドは、VSE アプリケーションの管理に使用します。この実行可能ファイルは、
[LISA_HOME]\bin ディレクトリにあります。

コマンドの形式は以下のとおりです。

VirtualServiceEnvironment [--help|-h] [--name=name|-n=name] [--registry=registry-
spec|-m=registry-spec] [--labName=lab-name|-l=lab-name] [--port=port-number|-P=port-
number] [--version]

• --help -h
ヘルプ テキストを表示します。

• --name=name -n name
環境サーバ用のサービス名を定義します。
デフォルト： システムのプロパティ lisa.vseName。システム プロパティのデフォルト値は、VSEServer です。

• --registry=registry-spec -m registry-spec
接続先のレジストリ。
例：

-m=tcp://localhost:2010/registry1

• --labName=lab-name -l lab-name
使用するラボの名前を指定します。
デフォルト： Default

• --port=port-number -P port-number
VSE が発行するサービス ポートを指定します。これは、name 引数の一部としてポートを指定するのと同じです。

• --username=ユーザ名 -u username
セキュリティのユーザ名を指定します。

• --password=パスワード -p password
セキュリティのパスワードを指定します。

• --version
VSE バージョン番号を出力します。
 

Java エージェント VSE プロパティ
Java エージェントの設定プロパティには、Service Virtualization に適用されるいくつかのプロパティが含まれます。

これらのプロパティは、 ポータルの［エージェント］ウィンドウから設定できます。プロパティは、［設定］タブに表
示されます。

• 起動モード
起動時の仮想化モードを指定します。
値:
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– パススルー
– レコーディング
– 再生

• 浅いレコーディング
トップ レベル（スタック フレーム内）の仮想化されたメソッドでのみコールバックを実行することを指定します。

• 最大グラフ サイズ
XML シリアル化オブジェクト グラフの最大サイズ（バイト）を定義します。

• 返信タイムアウト
再生時に VSE の返信に許可される最大間隔を指定します。この値は、テストの反応時間より大きい必要があります。

• 参照により省略
参照および void メソッドが変更する引数を記録または再生するかどうかを指定します。
値:
– オン： 参照および void メソッドが変更する引数を記録または再生しません。引数の状態を変更する void メソッド
を仮想化しない場合は、このチェック ボックスをオンにします。void メソッドが VSE に送信されず、すぐに返さ
れるため、パフォーマンスが向上します。

– オフ： 参照および void メソッドが変更する引数を記録または再生します。
• キャッシュ応答
応答オブジェクト キーをその文字列表現でキャッシュして、アンマーシャリングを回避するかどうかを指定します。
– 値:
– オン： 応答オブジェクト キーをその文字列表現でキャッシュします。このプロパティをオンにすると、VSE へ
の要求は依然発生します。エージェントに XML ペイロードが返されると、それをデシリアライズする代わりに、
キャッシュでオブジェクトを検索します。キーは、基本的には応答の XML 表現です。応答が変更可能な状態でな
い場合、この設定はパフォーマンスを向上させるために役立ちます。このプロパティをオンにすると、メモリ使用
量が増加する場合があります。

– オフ： 応答オブジェクト キーをその文字列表現でキャッシュしません。
• JIT の有効化

VSE JIT は、モデル/イメージ ロジックがエージェントに部分的に（または完全に）キャッシュされることを示しま
す。

• JIT しきい値
VSE JIT を発生させるメソッド呼び出しの数を定義します。

Application Insight の使用
Application Insight 機能はライブ アプリケーション トラフィックをキャプチャし、このデータを使用して視覚的なパスを
作成します。ユーザは、このパスを利用してビジネス トランザクションおよびアーキテクチャにドリルダウンして分析
できるようになります。

このセクションでは、アプリケーション データ パスを表示して操作する方法、仮想サービスの作成およびメンテナンス
を自動化する方法、テスト ケースおよびスイートの生成および管理を簡略化する方法について説明します。

CA Continuous Application Insight の概要
Application Insight 機能は、市場にアプリケーションを投入するプロセスを強化するように設計されています。

以下の役割を持つユーザが、対象ユーザです。

• アーキテクト
• 開発者
• 品質保証エンジニア
• データ アーキテクト
• リリース エンジニア
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Application Insight は、アプリケーションを通過するデータをキャプチャします。Application Insight は、このデータを使
用して、 ポータルに表示できるパスを生成します。 ポータルから、以下のタスクを実行できます。

• ビジネス トランザクションのドリルダウンと異常な動作の分析
• 機能横断チーム連携のためのアーキテクチャ図の生成
• レグレッション テストのためのベースライン テスト ケースの生成
• 仮想サービスの生成
• 不良コンポーネントの分離と不具合を再現するためのテスト ケースおよび仮想サービスの生成

アプリケーションのユーザ インターフェースから不具合チケットを作成することもできます。このチケットは  ポータル
で管理できます。

チュートリアルを表示するには、「CA Continuous Application Insight チュートリアル」を参照してください。

Application Insight の前提条件
Application Insight および他の  コンポーネントのシステム要件を確認する場合は、「システム要件」を参照してくださ
い。

以下の方法を使用して、トランザクションを Application Insight データベースに追加することができます。

• Java ベース アプリケーション用の DevTest Java エージェントをインストールして設定します。
• Google Chrome 用の  拡張を実行します。
• ネイティブ MQ Application Insight を実行します

 Java エージェントはデフォルトで以下のデモ アプリケーションにインストールされます。

• Forward Cars
• Bank

トランザクションをデータベースに追加すると、 ポータルでそれらを表示および分析できます。

ポータルは、同一リリースまたは以前のリリースから、エージェントを監視できます。 ポータルは、新しいリリースか
らのエージェントを監視できません。

エージェントおよびブローカが別のコンピュータ上にある場合は、システム時刻が同期されていることを確認します。そ
うしないと、予期しない動作が発生することがあります。たとえば、 ポータルでエージェントのリストをリフレッシュ
するのに時間がかかる場合があります。

大規模なペイロード

エージェントで、サイズの大きいペイロードを短時間でキャプチャする必要がある場合は、以下の設定を増加します。

• ブローカの Java ヒープ サイズ
• 最大バッファ メモリ

ブローカの Java ヒープ サイズを更新する方法については、「メモリ設定」を参照してください。

［最大バッファ メモリ］プロパティは、 ポータルの［エージェント］ウィンドウから設定可能なブローカ プロパティで
す。rules.xml ファイルでのこのプロパティの名前は、lisa.broker.transaction.max.buffer.mem です。

大規模なペイロードの例は、15 MB です。

これらの変更なしでは、ブローカで java.lang.OutOfMemoryError 例外が発生する可能性があります。

Application Insight でサポートされているプラットフォーム
Application Insight は、以下のプラットフォームでサポートされています。
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• IBM WebSphere Application Server 7.0
• IBM WebSphere Application Server 8.5
• JBoss Application Server 4.2
• JBoss Application Server 7.3
• WildFly 8.2
• JBoss Fuse 6.2
• Jetty 8
• Jetty 9.1
• Jetty 9.2
• Oracle WebLogic Server 10.3
• Oracle WebLogic Server 12.1.1
• SAP NetWeaver 7.3
• SAP NetWeaver 7.4
• TIBCO BusinessWorks 5.x
• TIBCO Enterprise Message Service 6.3
• webMethods Integration Server 9.0
• webMethods Integration Server 9.5
• webMethods Integration Server 9.6

Application Insight の各種コンポーネントと機能、およびサポート時期については、「CAI サポート マトリックス」を参
照してください。

Mule ESB のサポート

サポートされているバージョン： Mule ESB 3.5.4

Java エージェントは Mule ESB を通過するトランザクションをキャプチャできます。

エージェントをクライアント側とサーバ側の両方に配置します。

クライアント側で、HTTP クライアント プロトコルのキャプチャ レベルを［全データ］に設定します。

サーバ側で、RMI および HTTP サーバ プロトコルのキャプチャ レベルを［全データ］に設定します。

DevTest Java エージェント ファイルのダウンロード
ポータル ホーム ページから、すべての  Java エージェント ファイルの zip ファイルをダウンロードできます。UI から
ファイルをダウンロードすることは、システム間でファイルを転送する便利で安全な方法です。

NOTE

一部のブラウザまたは企業のセキュリティによってダウンロードがブロックされる場合があります。ブラウザ
でポップアップを許可するよう設定するか、プロンプトが表示されたらダウンロードを実行します。

agent.zip ファイルをダウンロードするには、ユーザ名の横の下向き矢印をクリックし、［エージェントのダウンロー
ド］を選択します。
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NOTE

• Java エージェントのインストール
• Pure Java エージェントのインストール
• ネイティブ エージェントのインストール

ビジネス トランザクションおよびトランザクション フレーム
ビジネス トランザクションおよびトランザクション フレームは、Application Insight における重要な概念です。

#### ########は、ユーザ要求がアプリケーションによって処理される方法の表現です。各トランザクションには、クラ
イアント要求の結果として 1 つ以上のサーバが実行されるコード パスが含まれています。

######## ####は、 Java エージェントがインターセプトしたメソッド コールに関するデータをカプセル化します。この
データには、以下のような情報が含まれます。
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• メソッドの名前
• メソッドが属するクラスの名前
• メソッドに渡された引数
• メソッドが返した値
• 書き込まれている Log4j メッセージ
• Java クラスによってスローされる例外

トランザクション フレームにはそれぞれ一意の識別子およびカテゴリがあります。通常、カテゴリはプロトコルまたは
オペレーティング環境を表します。例として、EJB、JDBC、JMS、REST、SOAP、WebSphere MQ などがあります。
トランザクション フレームは、トランザクション パス内のノードです。各ノードは、ビジネス トランザクション全体お
よび実行されるコードまたはビジネス ロジックの 1 つのステップを表します。一連のトランザクション フレームは、ビ
ジネス トランザクションを処理するために実行されるコードの順序を示します。

トランザクションにはそれぞれ、トランザクション フレームの階層セットが含まれます。### ######## ####は、階層
の最上位フレームです。トランザクションにはそれぞれ一意の識別子があります。

トランザクションは##とも呼ばれます。######## ##は、ユーザ要求の処理フローを示す視覚的な表現です。たとえば、
パスにより、トランザクションがアクセスするすべてのフロントエンドおよびバックエンド サービスや、それらのサー
ビス間の関係が明らかになります。

以下の図は、 ポータルのトランザクション パスを示しています。

 

Application Insight での SAP NetWeaver の注意事項
パスの表示、ベースラインの生成、仮想サービスの生成のために、以下のプロトコルがサポートされています。

• EJB （セッション ビーンのみのリモート インターフェース）
• JMS
• REST
• Web サービス
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Java エージェントには、transaction.sap.initial.context.factory プロパティが含まれます。このプロパティでは、ネー
ム サービス プロバイダとして AS Java の JNDI Registry Service にクライアントがアクセスできるようにする初期コン
テキストを定義します。デフォルト値は com.sap.engine.services.jndi.InitialContextFactoryImpl です。値を変更する
には、このプロパティを rules.xml ファイルの agent エレメントに追加します。以下に例を示します。

<agent guid="0" name="A1">

   <property comment="xxx" key="transaction.sap.initial.context.factory", "value="xxx"/>

</agent>

SAP J2EE コンテナ用の JNDI URL はポート 50004 でキャプチャされます。これは、P4 プロトコルのデフォルトのポー
トです。アプリケーションがデフォルト以外のポートを使用する場合は、ベースライン テストを変更して、デフォルト
以外のポートを反映する必要がある場合があります。

JNDI ベースのプロトコル用のアーティファクト生成は、新しいルックアップ形式ではサポートされていません。新しい
形式ではキー値ペアを使用します（たとえば、ejb：/key1=value1, key2=value2...）。完全な JNDI 名を使用するルック
アップ形式がサポートされています。

EJB プロトコルの場合、キャプチャされる IP アドレスは SAP 内部サーバの IP アドレスです。外部パブリック IP アド
レスを使用して外部サーバからテストを実行する場合は、テストを実行する前に  のベースライン テスト設定を変更し
て、この IP アドレスを反映しなければならない場合があります。

Web サービス トラフィックをキャプチャする場合は、サーバの URL にコンピュータ名または IP アドレスではなく
localhost という文字列が含まれています。生成されたベースラインまたは仮想サービスを実行する前に、ベースライン
または仮想サービスを開き、localhost を見つけます。この文字列はアクティブな設定でプロパティとして定義されてい
る場合があります。文字列 localhost をコンピュータ名または IP アドレスに変更します。

RMI プロトコルのキャプチャ レベルを［全データ］に設定しないでください。キャプチャ レベルを［全データ］に設定
すると、パフォーマンスの問題が発生する可能性があります。

エージェントの設定
キャプチャ レベルの設定やエージェントのアップグレードなどのエージェントの設定タスクは、 ポータルの［エージェ
ント］ウィンドウから実行します。［エージェント］ウィンドウを開くには、左側のナビゲーション メニューから［設
定］-［エージェント］を選択します。

［エージェント］ウィンドウには、以下のコンポーネントが含まれています。

• ［Agenats］ペイン
このペインには、ブローカおよび 1 つ以上のエージェントが含まれています。ブローカが最上部に表示されます。ブ
ローカおよび各エージェントは、現在のステータスを表示します。このペインから、トランザクション キャプチャを
有効または無効にしたり、オフラインのエージェントを削除したり、エージェントを最新バージョンにアップグレー
ドしたりします。エージェント グループは追加、設定、管理できます。ブローカとエージェントが異なるバージョン
の場合、エージェントのハット アイコンおよびバージョン番号はオレンジ色になります。エージェントまたはブロー
カを選択すると、［エージェント］ウィンドウの右側のペインに詳細情報が表示されます。

• ［JVM パフォーマンス］ペイン
パフォーマンスの詳細が、上部の右側のペインに表示されます。

• ［Adjust Captures for Protocols］ペイン
このペインには、データをキャプチャしているエージェントまたはグループのプロトコルが含まれます。［エージェ
ント］ペインでグループを選択すると、パフォーマンスおよびカウント情報は表示されません。［エージェント］ペ
インでブローカが選択されている場合、このペインは使用できません。

• ［Information］タブ
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このタブには、ブローカまたはエージェントに関する詳細情報が含まれています。
• ［Settings］タブ
このタブには、ブローカ、エージェント、グループの設定プロパティが含まれます。

CICS エージェント

［エージェント］ウィンドウには、CICS エージェントの以下のコンポーネントが含まれています。

• ［Agenats］ペイン
このペインには、ブローカおよび 1 つ以上のエージェントが含まれています。ブローカおよび各エージェントは、現
在のステータスを表示します。ブローカが最上部に表示されます。このペインから、トランザクション キャプチャを
有効または無効にしたり、オフラインのエージェントを削除したり、エージェントを最新バージョンにアップグレー
ドしたりします。エージェントまたはブローカを選択すると、［エージェント］ウィンドウの右側のペインに詳細情
報が表示されます。

• ［エージェント プロパティ］ペイン
このペインには、CICS エージェントの設定プロパティが含まれています。

• ［仮想化プログラム］ペイン
このペインには、CICS エージェントに展開されるすべてのトランザクション（CICS LINK や DTP など）が表示され
ます。

NOTE

• エージェント ステータスの表示
• VSE モードの表示および変更
• エージェントのフィルタ
• エージェントのトランザクションのキャプチャの停止および開始
• パフォーマンス データの表示
• エージェントのキャプチャ レベルの設定
• エージェントおよびブローカ情報の表示
• ブローカ通知の表示
• 設定プロパティの表示および更新
• エージェントのアップグレード
• オフライン エージェントの削除
• エージェント グループの作成および管理

エージェント ステータス インジケータ
［エージェント］ウィンドウの左側のペインでは、各エージェントに、ステータス情報を示すフラグが付いています。

ステータスには、以下の種類があります。

• 緑色： エージェントに問題はありません。
• 黄色： スラッシングまたはフラッディングの例外。
• オレンジ色： CPU またはガベージ コレクションのスラッシング。
• オレンジと赤で点滅： ヒープまたは perm gen による消費。
• 赤色： JVM アラーム状態またはデッドロック。
• 灰色： エージェントはオフラインです。

エージェントのログ ファイルには、ステータスが黄色、オレンジ、または赤になった理由が詳しく示されます。

 1045



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

VSE モード インジケータ
［エージェント］ウィンドウの左側のペインでは、各エージェントに、VSE 機能のステータスを示すインジケータが付
いています。

ステータスには、以下の種類があります。

• エー
ジェントはパススルー モードです。

• エー
ジェントはレコード モードです。

• エー
ジェントは再生モードです。

• エー
ジェントは検証モードです。

VSE モードを表示するには、［詳細の表示］

をクリックします。状態を変更するには、［VSE モード］の横にある下方向の矢印をクリックして、オプションを選択
します。

NOTE
CICS エージェントでは、VSE モードはサポートされていません。

エージェントのフィルタ
［エージェント］ウィンドウで表示されるエージェントのリストを絞り込むためにフィルタ オプションを使用します。
フィルタ ペインで、エージェントをソートおよびフィルタし、検索テキスト条件を指定します。 

エージェントは、以下のオプションを使用してソートおよびフィルタされます。

• 名前
• グループ
• ステータス
• タイプ（エージェントのフィルタには使用不可）
• 監視
• VSE モード

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューから［設定］-［エージェント］を選択します。
［エージェント］ウィンドウが開き、左に［エージェント］ペインが表示されます。デフォルトでは、フィルタ ペイ
ンは非表示です。

2. ［フィルタを表示します］

をクリックします。
［フィルタ］ペインが表示されます。

3. ［フィルタをオンにしま

す］をクリックして、ソートおよびフィルタ条件を有効にします。
4. エージェントをソートするには、［ソート基準］リストからオプションを選択します。
5. エージェントをフィルタするには、［フィルタ］リストからオプションを選択します。
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6. 左側のペインで、上方向および下方向の矢印を使用して、エージェントを昇順または降順でリスト表示します。
7. 名前でエージェントを検索するには、［検索テキストの入力］フィールドに検索条件を入力します。
8. （オプション）フィルタを追加するには、［フィルタ タイプの追加］

をクリックします。
追加のフィルタが［フィルタ］ペインに表示されます。

9. フィルタを削除するには、［フィルタ タイプの削除］

をクリックします。
10.表示されるエージェントのリストを更新するには、［リフレッシュ］

をクリックします
11.フィルタをデフォルト設定に戻すに

は、
をクリックします。

12.フィルタを非表示にするには、［フィルタを非表示にします］

をクリックします。

エージェントのトランザクションのキャプチャの停止および開始
［Agents］ウィンドウでは、エージェントがトランザクションをキャプチャするかどうかを制御できます。

カメラの切り替えボタンを使用して、エージェントによるトランザクションのキャプチャを開始および停止します。カ
メラ ボタンが青色の場合、エージェントでトランザクションのキャプチャが有効になっています。灰色のカメラ ボタン
は、トランザクションのキャプチャが無効であることを示します。

NOTE

CICS エージェントのキャプチャは、［エージェント］ウィンドウの［エージェントのプロパティ］ペインで有
効化できます。CICS エージェントのキャプチャ レベルを設定するには、「キャプチャ レベルの設定」を参照
してください。

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューで［設定］-［エージェント］を選択します。
［エージェント］ウィンドウが表示されます。

2. ［詳細表示］

をクリックします。
3. エージェントによるトランザクションのキャプチャを開始するに

は、
をクリックしてデータのキャプチャを開始します。

4. エージェントによるトランザクションのキャプチャを停止するに
は、
をクリックしてデータのキャプチャを停止します。
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パフォーマンス データの表示
エージェントまたはブローカのパフォーマンス グラフのセットを表示できます。

NOTE
パフォーマンス データは、CICS エージェントなどの一部のエージェントでは使用できません。

グラフには、以下の情報が表示されます。

• CPU 使用状況
• メモリ使用率
• I/O スループット
• 1 秒あたりのトランザクション数

I/O スループット グラフは、ブローカには適用できません。

以下の図は、エージェントのパフォーマンス グラフを示しています。

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューで［設定］-［エージェント］を選択します。
［エージェント］ウィンドウが表示されます。

2. ［エージェント］ペインで、エージェントまたはブローカを選択します。
右側のペインにパフォーマンス データが表示されます。

3. （オプション）パフォーマンス グラフをクリックして凡例を表示します。
4. ポーリングまたは自動リフレッシュをオフにするには、［自動リフレッシュ］チェック ボックスをオフにします。
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CICS 仮想化プログラムの表示
仮想化プログラム ペインには、CICS エージェントに展開されているすべてのトランザクションが表示されます。たとえ
ば、CICS LINK および分散トランザクション処理（DTP）など。仮想化プログラムは、リンクとシステム ID、プログラ
ム名、トランザクションの種類、およびモード情報が一覧表示されます。

エージェントによって切り離されたプログラムは CICS エージェントから削除できます。

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューから［設定］-［エージェント］を選択します。
［エージェント］ウィンドウが表示されます。

2. ［エージェント］ウィンドウの左側のペインで、CICS エージェントを選択します。
右側のペインに、仮想化プログラム ペインが表示されます。

3. 切り離されたプログラムを削除するには、プログラムのチェック ボックスを選択し、［プログラムのリセット］をク
リックします。

 

エージェントのキャプチャ レベルの設定
Java エージェントがキャプチャできるプロトコルにはそれぞれ##### ###があります。

以下のキャプチャ レベルが使用可能です。

• カウント
エージェントはカウント情報のみを収集します。このレベルはテスト中のシステムへの影響が最小です。

• カウント数およびパス
エージェントはトランザクション フレームを収集しますが、要求または応答をすべて収集しません。

• 全データ
エージェントはデータをすべて収集します。このレベルはテスト中のシステムへの影響が最大です。

デフォルトのキャプチャ レベルは、［カウント］です。

以下の図は、プロトコルとそのキャプチャ レベルがリスト表示される［プロトコルのキャプチャを調整］を示していま
す。
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以下のワークフローをお勧めします。

1. カウント モードですべてのプロトコルから開始します。
2. アプリケーションを実行し、カウント数を表示します。
3. 目的のプロトコルを決定し、キャプチャ レベルをそれに応じて上げます。

チケットを作成する場合は、HTTP サーバ プロトコルのキャプチャ レベルが［全データ］に設定されていることを確認
します。

ベースラインまたは仮想サービスを作成する場合は、適切なプロトコルのキャプチャ レベルが［全データ］に設定され
ていることを確認します。

カウントが 1000 を超えている場合、テキスト 999+ が表示されます。アイコンのツールヒントに正確な数が表示されま
す。

NOTE
WebSphere MQ、JMS など、キューベースのクライアント/サーバ通信では、異なるキャプチャ レベルの設定
はサポートされていません。

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューで［設定］-［エージェント］を選択します。
［エージェント］ウィンドウが表示されます。

2. ［エージェント］ペインで、エージェントまたはグループを選択します。
3. 1 つ以上のプロトコルのチェック ボックスをオンにします。複数のプロトコルを選択すると、それらのプロトコルを
一度に同じキャプチャ レベルに変更できます。すべてのプロトコルを選択するには、［すべて選択］チェック ボッ
クスを選択します。

4. キャプチャ レベルを［キャプチャ レベルの選択］ドロップダウン リストから選択します。
5. すべてのプロトコルの表示とカウントが 0 を超えているプロトコルのみの表示を切り替えるには、［数のみ表
示］チェックボックスをオンにします。
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6. カウントをすべて 0 にリセットするには、［すべてのカウントのリセット］

を選択します。
7. カウントおよびキャプチャ レベルをリフレッシュするには、［自動リフレッシュ］チェック ボックスをオンにしま
す。

エージェントおよびブローカ情報の表示
エージェントまたはブローカに関する以下のカテゴリの情報は［エージェント］ペイン-［情報］タブから入手できま
す。

• VM 情報
［VM 情報］タブには、エージェントおよびエージェントが実行されている仮想マシンに関する基本情報が表示され
ます。値は読み取り専用です。
ブローカが選択されている場合、エージェント名はユーザ名の後にアンパサンドとコンピュータ名が続く形式です。
メイン クラスは、エージェントに対して呼び出された main メソッドを含む Java クラスです。
PID は、エージェントが実行されているプロセス ID です。

• VM プロパティ
［VM プロパティ］タブには、システム プロパティおよび環境変数が表示されます。値は読み取り専用です。
オフラインになっているエージェントの情報は表示できません。

• 環境変数
［環境変数］タブには、エージェントが実行されているコンピュータのシステム環境変数が表示されます。

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューで［設定］-［エージェント］を選択します。
［エージェント］ウィンドウが表示されます。

2. ［エージェント］ペインで、エージェントまたはブローカを選択します。
3. 右側のペインで［情報］タブを選択します。

ブローカの通知の表示
［エージェント］ウィンドウには、重大なエラー メッセージがあるブローカーに関する通知が表示されます。メッセー
ジは、［通知］ペインからテーブルに表示されます。［合計の表示］フィールドに表示するメッセージの合計数を設定す
ることができます。デフォルトでは、メッセージの数は 100 に設定されます。表示されるメッセージの最大数は 500 で
す。時間とメッセージでテーブルを検索します。 

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューから［設定］-［エージェント］を選択します。
［エージェント］ウィンドウが表示されます。

2. 左側のペインから、ブローカを選択します。
3. ［通知］ペインから［リフレッシュ］

をクリックして、最新のメッセージ数を取得します。
4. （オプション）［自動リフレッシュ］チェック ボックスをオンにして、10 秒ごとにトランザクション情報を自動的
に更新します。

5. ［パネルを展開］

をクリックして、通知の詳細を表示します。
6. （オプション）［時間］および［メッセージ］検索フィールドを使用して、特定のエラー メッセージを検索します。
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7. （オプション） 1 ~ 500 の数値を入力して、［合計の表示］フィールドの値を編集します。矢印を使用して、10 件単
位で数を増減させます。 

 

プロパティの表示および更新
エージェントまたはブローカの構成プロパティは［エージェント］ウィンドウから表示および更新されます。

プロパティはカテゴリに分類されます。

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューで［設定］-［エージェント］を選択します。
［エージェント］ウィンドウが表示されます。

2. 左側の部分で、エージェントまたはブローカを選択します。
3. ［設定］タブをクリックします。
4. 1 つ以上のプロパティの値を変更します。
5. 保存していないすべての変更を破棄するには、［元に戻す］をクリックします。
6. 変更を保存するには、［保存］をクリックします。

CICS エージェントのプロパティ

CICS エージェントのプロパティを表示することができます。プロパティは読み取り専用で、以下のカテゴリに分類され
ます。

• CICS 情報
エージェントが実行されている CICS 領域からの設定情報。

• EIB
CICS エージェント（CICS トランザクション）の EXEC インターフェース ブロックの構成情報。

• GWA
CICS エージェントのグローバル作業域。この領域は、エージェントによって使用されるさまざまな CICS 出口との
通信に使用されます。

• 全般
エージェントのバージョン、特定のテーブル エントリの数、トランザクション ID、およびタスク ID に関する情報。

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューで［設定］-［エージェント］を選択します。
［エージェント］ウィンドウが表示されます。

2. （オプション）［自動リフレッシュ］チェック ボックスをオンにします。
3. 左側の部分で、CICS エージェントを選択します。
4. ［エージェント プロパティ］ペインでプロパティを選択し、情報を確認します。

エージェント ログの設定
Java エージェントのログ ファイルは、 ポータルから設定されます。

ポータルには設定プロパティの以下の 2 つのカテゴリが表示されます。

• ログ
アプリケーションで生成され、 Java エージェントによってキャプチャされるログ ステートメント。

• レベル
 Java エージェントで作成されるログ ステートメント。
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以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューで［設定］-［エージェント］を選択します。
［エージェント］ウィンドウが表示されます。

2. 左側の部分で、エージェント、エージェント グループ、またはブローカを選択します。
3. ［設定］タブをクリックします。
4. ［ログ］カテゴリを選択します。
5. 以下の設定値の 1 つ以上を設定します。

– 最大ログ サイズ
アーカイブの前に、エージェントまたはブローカ ログ ファイルの最大サイズを設定します。測定単位
は、GB、MB、または KB に設定できます。

– 最大ログ アーカイブ数
保持するアーカイブ ログ ファイルの最大数を設定します。

– Java ログ レベル
ログ ステートメントがキャプチャされる最低レベルを設定します。この設定はブローカには適用されません。レ
ベルの詳細については、Java API ドキュメントで java.util.logging.Level クラスを参照してください。

– エージェント ログ
エージェントまたはブローカ ログ ファイルの場所を設定します。

6. ［ログ］カテゴリを展開し、［レベル］を選択します。
7. 1 つ以上のエージェント コンポーネント用のログ レベルを設定します。
8. 変更を保存します。

Java インターセプトの管理
Java インターセプトは、［エージェント］ウィンドウの［インターセプト］タブで管理されます。

以下は、［インターセプト］タブを示しています。
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左ペインの［検索］ボックスを使用して、インターフェースおよびクラスのリストをフィルタします。

NOTE
［検索］ボックスにフィルタ条件を入力する場合は、3 文字以上を入力する必要があります。

左ペインでインターフェースまたはクラスを選択すると、右側のペインにはメソッドが表示されます。

［アクション］列の青いアイコンは、エージェントがメソッドをインターセプトしていることを示します。エージェント
がメソッドをインターセプトしていない場合、アイコンは灰色になります。

メソッドのインターセプトを有効または無効にするには、［アクション］列のアイコンをクリックします。

インターセプトをキャプチャしているクラスの数を表示するには、［キャプチャが有効になっているクラスの数を表
示］チェック ボックスを選択します。左ペインでフォルダをクリックすると、カウントが表示されます。

Application Insight でのデータの非識別化
Application Insight は、機密データを別の値に置き換える####に対するサポートを提供します。

機密データの例には以下が含まれます。

• クレジット カード番号
• 社会保障番号
• 電子メール アドレス

デフォルトでは、非識別化は無効になっています。
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この機能は、 ポータルから有効にできます。［エージェント］ウィンドウを開き、エージェントを選択します。［設
定］タブで、［全般］セクションに移動し、［トランザクション データを非識別する］プロパティを選択します。

LISA_HOME ディレクトリの de-identify.xml ファイルを使用して、機密データとして認識される対象を設定できます。
詳細については、「データの非識別化」を参照してください。

NOTE
これらの操作では、CPU に負荷がかかります。高トラフィックまたは大規模なペイロードを持つエージェント
でこの機能を使用しないでください。

トランザクションの構築時に、ブローカは各エージェントの非識別化プロパティを確認します。値が true の場合、置換
が実行され、機密データはデータベースに保存されません。

以下の制限に注意してください。

• トランザクション要求にはダミー データが含まれ、ベースラインは正確なテスト ステップを再現できない可能性があ
ります。

• トランザクション応答にダミー データが含まれ、ベースラインのアサーションは失敗する可能性があります。
• トランザクション要求にダミー データが含まれ、同じテスト ステップを再実行した場合、仮想サービス環境（VSE）
は、一致する応答を見つけることができない可能性があります。回避策として、 でサービス イメージを開き、一致ス
タイルをシグネチャに設定します。

• トランザクション応答にダミー データが含まれ、VSE は、元の応答とは異なる応答を返す可能性があります。

DevTest ポータルでのエージェントのアップグレード
ポータルの［エージェント］ウィンドウから、エージェントを最新バージョンにアップグレードでき
ます。ブローカとエージェントが異なるバージョンの場合、エージェントのハット アイコンおよび
バージョン番号はオレンジ色になります。新しいバージョンが使用可能になると、エージェントの横に

ボタンが表示されます。マウス ポインタを

に合わせると、バージョン情報を参照できます。

NOTE
一部のエージェントは、 ポータルでアップグレードできません。ネイティブ エージェントやJRE 1.5 および
LisaAgent2.jar を使用するエージェントは、手動でアップグレードする必要があります。

アップグレードできるのは、以下の要件を持つ純正エージェントのみです。

• JRE 1.6 以降
• エージェントは InsightAgent.jar ファイルから起動する必要があります。

以下の手順に従います。

1. 最新の LisaAgent.jar ファイルを LISA_HOME\lib\core\agentupgrade フォルダに保存します。
2. 左側のナビゲーション メニューから［設定］-［エージェント］を選択します。
［エージェント］ウィンドウが表示されます。

3. ［エージェント］ペインの

をクリックします。
更新が成功すると、以下のアイコンが表示されま

す。
4. エージェントを再起動してアップグレード プロセスを完了します。
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手動でのエージェントのアップグレード
エージェントが DevTest ポータルでアップグレードされるのが適切でない場合、この手順を使用してアップグレードし
ます。

以下の手順に従います。

1. エージェントを停止します。
2. 既存の LisaAgent.jar ファイルを新しいバージョンに置換します。
3. エージェントを起動します。

オフライン エージェントの削除
［エージェント］ウィンドウの［エージェント］ペインから、オフライン エージェントを削除します。オフライン エー
ジェントには、灰色のステータス フラグが表示されます。エージェントを削除すると、エージェントのトランザクショ
ンおよびフレームがすべてデータベースから削除されます。［トランザクションの分析］とシェルフにはトランザクショ
ンとフレームは表示されません。

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューから［設定］-［エージェント］を選択します。
［エージェント］ウィンドウが表示されます。

2. （オプション）エージェントを検索するには、［フィルタを表示します］

 を
クリックし、［フィルタをオンにします］

 を
クリックしてフィルタ条件を使用します。

3. オフライン エージェントを右クリックし、［削除］を選択します。
確認ダイアログが表示されます。

4. ［OK］をクリックします。

エージェント グループの作成および管理
［エージェント］ウィンドウでは、エージェント グループを作成し、複数のエージェントを同時に設定するための設定
を適用します。エージェント グループはエージェント ペインで追加、設定、管理されます。各グループには、グループ
内にあるすべてのエージェントの数が表示されます。

NOTE
CICS エージェントのメインフレーム グループは自動的に作成されます。このグループでグループ設定を使用
することはできません。CICS エージェントをメインフレーム グループから削除することはできません。

エージェント グループの作成

エージェント グループを作成するには、エージェント ペインを使用します。グループには、複数のエージェントを含め
ることができ、エージェントが含まれていない場合もあります。

グループを追加するには、［グループの追加］

をクリックし、グループの名前を入力し

て、
をクリックします。グループが［エージェント］ペインで追加されます。
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グループを作成した後、エージェントを追加し、エージェントまたはエージェント グループから設定を適用します。

エージェント グループ名の変更

デフォルト グループ以外のエージェント グループの名前を変更することができます。

以下の手順に従います。

1. エージェント グループを右クリックし、［名前の変更］を選択します。
2. 名前を入力

し、
をクリックします。

エージェント グループの削除

デフォルト グループ以外のエージェント グループは削除できます。削除するグループを選択すると、自動的にそのグ
ループ内のすべてのエージェントが選択されます。グループ内のエージェントは削除されませんが、デフォルト グルー
プに移動されます。オフライン エージェントの削除については、「オフライン エージェントの削除」を参照してくださ
い。

以下の手順に従います。

1. 削除するグループ（複数可）のチェック ボックスをオンにします。
［アクション］ペインが表示されます。

2. ［グループの削除］を選択します。
3. グループが選択され、別のグループの 1 つ以上のエージェントが選択されている場合は、［グループの削除またはグ
ループからのエージェントの削除］を選択します。

4. 異なるグループの 1 つまたは複数のエージェントが選択されている場合は、［グループからのエージェントの削
除］を選択します。

5. ［OK］をクリックします。
6. ［続行］をクリックします。
グループが削除されます。

グループへのエージェントの移動

エージェントは、1 つのグループにのみ属することができます。エージェントが特定のグループに定義されていない場
合は、デフォルト グループ内のリストに表示されます。エージェントがグループに追加されると、グループ レベルの設
定がデフォルトで適用されます。グループまたはエージェント設定をエージェントに適用できます。ドラッグ アンド ド
ロップ方式を使用して、エージェントをグループに移動するか、またはグループ内でエージェントを配置します。［アク
ション］ペインを使用して複数のエージェントをグループに移動します。

以下の手順に従います。

1. エージェントを移動するには、エージェントを選択してグループにドラッグします。
2. 複数のエージェントを移動するには、以下の手順に従います。

a. 複数のエージェントのチェック ボックスをオンにします。
［アクション］ペインが表示されます。

b. ［エージェントの移動］を選択し、リストからグループを選択し、［OK］をクリックします。
警告のダイアログ ボックスが表示されます。

c. ［続行］をクリックします。
エージェントがグループに追加され、［エージェント］グループ下に表示されます。
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グループからのエージェントの削除

［アクション］ペインを使用して、複数のエージェントが含まれるグループからエージェントを削除できます。グループ
内に定義されているエージェントはデフォルト エージェント グループに自動的に移動されます。

1. 1 つ以上のエージェントのチェック ボックスをオンにします。
［アクション］ペインが表示されます。

2. ［グループからのエージェントの削除］を選択し、［OK］をクリックします。
警告のダイアログ ボックスが表示されます。

3. ［続行］をクリックします。

エージェントおよびグループの設定のコピー

エージェントまたはグループの設定をコピーできます。設定は、特定のエージェントまたはグループに適用できます。設
定への変更は、エージェントまたはグループに適用されます。

NOTE
オフラインのエージェントが再起動されると、エージェント設定がグループ設定にリセットされます。

以下の手順に従います。

1. 設定をエージェント グループにコピーするには、エージェントまたはグループを右クリックし、［設定のコピー］を
選択します。

2. エージェントまたはグループから設定を適用するには、グループまたはエージェントを右クリックし、［設定の適
用］を選択します。

3. エージェントを新しいグループに移動するときにエージェントまたはグループの設定を使用するには、［設定］の下
向き矢印をクリックし、オプションを選択します。
– グループ設定の使用： グループ設定が使用されます
– エージェント設定を使用します： エージェント設定が使用されます。

ビジネス トランザクションの分析
 ポータルの［トランザクションの分析］ウィンドウには、キャプチャされたビジネス トランザクションが表示されま
す。これらのトランザクションは##とも呼ばれます。

トランザクションに関する表示可能な情報には、実行時間、スレッド使用率、ログ メッセージ、SQL ステートメント、
要求および応答データ、およびスタック トレースが含まれます。

［トランザクションの分析］ウィンドウの上部には、 発生したトランザクションの数が示されます。［結果］フィール
ドには、初期クエリの実行中のトランザクションの数が表示されます。 

NOTE
各トランザクションのフレームは、特定の実行順序に従います。これらは、特定のエージェントによって配置
されません。

グラフィカル ビューとリスト ビュー

［トランザクションの分析］ウィンドウには、グラフィカル ビューとリスト ビューが表示されます。

ウィンドウを開くと、リスト ビューが表示されます。グラフィカル ビューに切り替える場合

は、  を
クリックします。

グラフィカル ビューは、トランザクションの視覚的な表現です。このビューには、最大 100 のトランザクションが表示
されます。以下の操作を実行できます。
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• テキスト、時間、日付によるトランザクションの検索
• 絞り込みオプションを使用したパスのフィルタ
• キャプチャからのデータの除外
• トランザクションの詳細の表示
• トランザクションのピン/ピン解除
• ポイント オブ インタレストの共有
• トランザクションへのリンクの共有
• パスの図の PDF ファイルへのエクスポート
• パスのエクスポートおよびインポート
• トランザクション パスが同じであるトランザクションのパスの表示
• トランザクション フレームのシェルフへの追加
• エージェントのすべてのアーティファクトの生成

大きなトランザクションの部分を一度に表示するには、［アウトライン ナビゲーション ビューを表

示］

 を
クリックします。

リスト ビューでは、トランザクションが名前、開始時刻、実時間、CPU 時間、およびエージェント名と共にテーブルに
表示されます。以下の操作を実行できます。

• テキスト、時間、日付によるトランザクションの検索
• 絞り込みオプションを使用したパスのフィルタ
• パスの情報の表示。たとえば、パスおよびエージェント名、開始時刻、実時間、CPU 時間が表示されます。
• トランザクションの詳細の表示
• パスのエクスポートおよびインポート
• パスが同じであるトランザクションのパスの表示
• トランザクション フレームのシェルフへの追加
• エージェントのすべてのアーティファクトの生成

トランザクションの検索およびフィルタ
［トランザクションの分析］ウィンドウには、分析対象のトランザクション フレームを見つけるためのインテリジェン
トな絞り込み検索およびフィルタ機能が含まれています。絞り込み検索およびフィルタ機能は、検索バーと、リストまた
はグラフィカル ビューの［絞り込み条件］ペインで利用できます。

以下の図は、検索バーを示しています。

テキスト文字列を入力し、期間を選択することで、表示されるトランザクション フレームの数を制限します。デフォル
トの期間は［1 日］です。

トランザクションを検索するには、以下の手順を使用します。

• トランザクションのインテリジェント検索
• 時間によるトランザクションの検索

をクリックして［絞り込み条件］ペインを表示し、フィルタ オプションを使用します。以下の図は、［絞り込み条
件］ペインを示しています。
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利用できるフィルタ オプションは、リストまたはグラフィカル ビューに表示されるフレーム タイプに基づきます。 

フィルタが適用されると、以下の絞り込みアイコンが表示されます。

以下の手順を使用して、トランザクションをフィルタします。

• トランザクションのフィルタ
• トランザクション内のフレームのフィルタ
• 開始および終了のトランザクションによるフィルタ
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トランザクションのインテリジェント検索

自然言語の処理（NLP）キーワードを使用してトランザクションを見つけます。［検索テキストの入力］フィールドでペ
イロード テキスト検索を入力します。たとえば、応答に lisa_simpson があり、カテゴリに EJB があるペイロード検索
文字列を使用します。

検索には他のキーワードを使用できます。たとえば、トランザクション ID、カテゴリ、ローカルまたはリモートの IP ア
ドレスを入力します。

以下の図には、［トランザクションの分析］ウィンドウの検索バーが表示されています。

検索語句を形成するときは、以下の単語または音声の一部を使用できます。

単数名詞（n） 動詞（v） 接続詞（c） 例
エージェント名、カテゴリ、ク
ラス名、
実行時間、ローカル IP、リモー
ト IP、応答、
要求、トランザクション ID、ト
ランザクション時間、
ポイント オブ インタレスト、
操作、タグ

is、has、have、include、
includes

and、or n = JBoss_LISA_Bank
n + v + n = category is Java
n + v + n + c + n= point of
interest has EJB and Java

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューで、［アプリケーション インサイト］-［トランザクションの分析］を選択します。
2. 検索テキスト フィールドにテキスト検索条件を入力して、［検索］

をクリックします。
検索条件に基づいてパスのリストが表示されます。

3. （オプション）検索を絞り込むに

は、
をクリックし、［絞り込み条件］ペインでオプションを選択するかフィールドに入力します。

時間によるトランザクションの検索

［トランザクションの分析］ウィンドウには、数百のトランザクション パスが含まれる場合があります。時間および日
付によってトランザクションの検索をフィルタすることにより、パスを絞り込むことができます。検索の結果が、一度
に、最大 25 トランザクション表示されます。

以下の時間範囲オプションを使用できます。

• 分（1 ～ 30）
• 時間（1 ～ 12）
• 日（1 ～ 15）
• すべての時間

以下の日付範囲オプションは［詳細］検索で使用できます。

• 開始日時
• 終了日時
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デフォルトの日付範囲は、1 日です。

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューから［アプリケーション インサイト］-［トランザクションの分析］を選択します。
2.

をクリックします。
3. 時間範囲オプションを選択します。
4. 詳細検索では、以下の手順を実行します。

a. ［詳細］をクリックします。
b. オプションを入力または選択して、［適用］をクリックします。

 

トランザクションのフィルタ

フィルタ オプションを使用して、［トランザクションの分析］ウィンドウに表示されるトランザクションの数を絞り込
みます。検索テキスト フィールドからフィルタ オプションを入力するか、チェック ボックスをオンにします。たとえ
ば、フィルタするクラス名がわかっている場合は、対応する［クラス名］チェック ボックスをオンにします。複数の
フィルタ オプションを選択できます。［トランザクションの分析］ウィンドウは、そのクラス名を含むトランザクショ
ンを返します。

以下のフィルタ オプションを使用できます。

• エージェント
• カテゴリ
• Class Name
• Execution Time
• Local IP
• 操作
• Point of Interest
• Remote IP
• Tags
• トランザクション ID

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューから［Application Insight］-［Analyze Transactions］を選択します。
デフォルトでは、［トランザクションの分析］ウィンドウはリスト ビューで表示されます。

2. リスト ビューまたはグラフィカル ビューで［フィルタを適用してトランザクションの検索結果を絞り込みま

す］
 を

クリックし、［絞り込み条件］ペインを開きます。
3. 適切なチェック ボックスをオンにして、［すべて選択］を選択するか、またはテキストを入力します。
［トランザクションの分析］ウィンドウは、指定されたフィルタ オプションのトランザクションを返します。

4. フィルタ オプションの選択をクリアするには、該当するフィルタに対する［クリア］をクリックします。
5. すべてのフィルタ オプションをクリアするには、［すべてをクリア］をクリックします。
6. ［X］をクリックして、［絞り込み条件］ペインを閉じます。

トランザクション内のフレームのフィルタ

［トランザクションの分析］ウィンドウでは、トランザクション内で発生するフレームをフィルタできます。
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たとえば、以下の図には EJB のフレームを含むパスが表示されています。

［フィルタ オプショ

ン］をクリックして、［EJB］チェック ボックスをオフにすることによって、パスから EJB コールを削除できます。 

以下の図には、フィルタのオプションが表示されています。
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以下の図には、EJB フレームのないトランザクションが表示されています。
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点線は、SQL アクティビティの前に EJB フレームが発生したことを示しています。

同じトランザクションの JDBC フレームをフィルタすると、JDBC フレームの前に発生したコールのみが表示されま
す。以下の図には、JDBC フレームのないトランザクションが表示されています。

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューから［Application Insight］-［Analyze Transactions］を選択します。
2. ［グラフィカル］

をクリックします。
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トランザクションがグラフィカル ビューで表示されます。
3. ［フィルタ オプショ

ン］をクリックします。4. 適切なカテゴリ チェック ボックスをオンまたはオフにします。 
トランザクション パスは、オンまたはオフにされたカテゴリに基づいて、フレームを表示します。

開始および終了のトランザクションによるフィルタ

［トランザクションの分析］ウィンドウでは、開始トランザクションと終了トランザクションを設定して、トランザク
ションをフィルタできます。

リスト ビューで、開始および終了のトランザクションを［絞り込み条件］ペインにドラッグ アンド ドロップします。

グラフィカル ビューで、右クリックのメニュー オプションを使用します。

絞り込みの設定は、トランザクションのため、トランザクションに対して［発生したすべてのトランザクションをシェル
フに追加］オプションが選択されている場合にも適用されます。ベースラインを作成する際、開始および終了のトランザ
クション フィルタがシェルフで適用されます。

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューから［アプリケーション インサイト］-［トランザクションの分析］を選択します。
デフォルトでは、［トランザクションの分析］ウィンドウはリスト ビューで表示されます。

2. 以下のいずれかの操作を実行します。
– リスト ビューで、トランザクションを右クリックし、［開始トランザクションの設定］または［終了トランザク
ションの設定］を選択します。

–

をクリックし、トランザクションを［絞り込み条件］ペインの［開始トランザクション］または［終了トランザク
ション］フィールドにドラッグ アンド ドロップします。
リストには、開始トランザクションと終了トランザクションの間に発生するトランザクションが読み込まれます。

– グラフィカル ビューを開き、トランザクションを右クリックし、［トランザクション時間］、［開始トランザク
ションの設定］、または［終了トランザクションの設定］を選択します。
開始トランザクションと終了トランザクションの間に発生するトランザクションが表示されます。

エージェント キャプチャからのデータの除外
Java エージェントは、関連しないデータや貴重でないデータを含む大量のデータをキャプチャすることがあります。た
とえば、アプリケーションへのログインに関するデータは重要ではない場合があります。

URL、トランザクション フレーム、または Java クラスを指定することにより、エージェントがデータをキャプチャしな
いようにすることができます。

URL にはワイルドカードがサポートされています。詳細については、「インターセプトおよび仮想化からの除外」を参
照してください。

一部のトランザクション フレームおよび Java クラスは、除外されることをサポートしません。

マージされたトランザクション フレームの場合、URL またはクラスでのみ除外できます。

以下の図は、除外される URL を示しています。
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NOTE

• データを除外する場合は注意が必要です。トランザクションに複数のフレームがある場合は、1 つのフレー
ムを除外すると、予期しない動作を引き起こす可能性があります。たとえば、ルート フレームのカテゴリが
変更されるか、または残りのフレームを正しくまとまらない可能性があります。

• この機能は、Google Chrome 用の  拡張から作成されたトランザクションではサポートされていません。

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューから［アプリケーション インサイト］-［トランザクションの分析］を選択します。
［トランザクションの分析］ウィンドウが表示されます。

2. 以下のいずれかの操作を実行します。
– グラフィカル ビューを表示します。
– リスト ビューを表示し、［名前］列でトランザクション リンクをクリックします。

3. URL を除外する方法
a. フレームを右クリックし、［キャプチャ］-［URL キャプチャの無効化］を選択します。
b. （オプション） 1 つまたは複数のワイルドカードが含まれるように URL を変更します。
c. ［OK］をクリックします。

4. フレームを除外するには、フレームを右クリックし、［キャプチャ］-［キャプチャの無効化］を選択します。
5. クラスを除外するには、フレームを右クリックし、［キャプチャ］-［クラス キャプチャの無効化］を選択します。
6. 現在除外されている項目を表示するには、［除外フレーム キャプチャ ルールの管理］

をクリックします。
7. 項目が再度キャプチャされるようにする方法

a. ［除外フレーム キャプチャ ルールの管理］

をクリックします。
b. 項目を選択します。
c. ［含める］をクリックします。

トランザクションの詳細の表示
トランザクション詳細ダイアログ ボックスには、パス内の各トランザクションに関する情報が含まれています。

上部の領域にはパス グラフが含まれています。

それより下の領域にはフレーム情報が含まれています。
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パス グラフおよびフレーム情報の領域を展開したり折りたたんだりするに

は、
ボタンを使用します。

以下の図は、トランザクション詳細ダイアログ ボックスを示しています。

タイトル バーには、フレームの名前が含まれています。

パス グラフでは、トランザクションの視覚的なパスに、コンテナ タイプを表すアイコンが表示されます。コンテナ タイ
プが認識されない場合は、Java のアイコンが使用されます。

パス グラフには、アーティファクトの権限のないフレームも示されます。この情報は、フレームの左にある［X］をポイ
ントすると表示されます。
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同一および部分的なトランザクション パスの使用数を表示するには、パス グラフ上部の［使用数］フィールドの［有
効］チェック ボックスをオンにします。詳細については、「同一および部分的なトランザクション パスの使用数の表
示」を参照してください。

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューから［アプリケーション インサイト］-［トランザクションの分析］を選択します。
［トランザクションの分析］ウィンドウが表示されます。

2. （デフォルト）リスト ビューで、［名前］列のトランザクション リンクを選択します。
3. グラフィカル ビューで、フレームをクリックします。
トランザクション詳細ダイアログ ボックスが表示されます。

4. パス グラフおよびフレーム情報を確認します。
5. （省略可能）パスのビューを増減するには、+ と - のボタンを使用します。
6. （省略可能）パスの表示をパンするには、パスを選択し、マウス ボタンを押したままパス グラフの中を移動しま
す。

7. （省略可能）前後のトランザクションに移動するには、タイトル バーの左にある矢印をクリックします。 
8. ［X］をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。

パス グラフ

## ###には、パスおよびそのトランザクション フレームのグラフ表示が含まれています。パス グラフは、トランザク
ション詳細ダイアログ ボックスの上部の領域に表示されます。

［トランザクションの分析］ウィンドウからグラフィカル ビューまたはリスト ビューでルート トランザクション フ
レームを選択すると、トランザクション詳細ダイアログ ボックスが表示されます。パス グラフは、そのダイアログ ボッ
クスの上部に表示されます。

以下の方法で、［トランザクションの分析］ウィンドウからパス グラフを表示します。

• グラフィカル ビューのパスをクリックする
• リスト ビュー内の［名前］列からトランザクション リンクをクリックする

アイコンは、フレームのタイプを示します。フレーム タイプの例として、EJB、HTTP、JMS、REST、Web サービ
ス、、および不明があります。 フレーム タイプは、テスト ケースまたは仮想サービスの内部で実行するステップを示し
ます。

一般的なパス情報

パス グラフには、以下の一般情報が含まれています。

開始時間

フレームが実行を開始した日時。

Wall Time

フレームの実行時間。

トランザクション ID

パスの一意の識別子。

フレーム名

アイコンの下に、フレームの名前が表示されます。

形式は、フレームの種類に依存します。

 1070



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

HTTP のフレーム名は URL のパスの部分です。Application Insight コンパニオンへの VS トラフィックを使用して作
成されたパスは、コンポーネント名の「virtualized」ラベルによって示されます。たとえば、「POST/itkoExamples/
EJB3AccountControlBean(virtualized)」のようになります。このコンパニオンの使用の詳細については、「CAI コン
パニオンへの VS トラフィック」を参照してください。

JDBC のフレーム名は SQL アクティビティ（N）です。N はフレーム生成に使用された SQL ステートメントの数です。

JMS のフレーム名は以下の部分から構成されます。

• 操作のタイプを識別する文字列。操作にメッセージの作成が含まれている場合の文字列は send: です。操作にメッ
セージの消費が含まれている場合の文字列は recv: です。

• キューの名前
• （オプション）接続ファクトリの名前

たとえば recv:queue/ORDERS.REQUEST@ConnectionFactory です。

JMS のフレーム名は  にすることもできます。テスト ケースが JMS メッセージを受信すると、この名前が使用されま
す。

RMI のフレーム名は Java クラスおよび実行されたメソッドです。

webMethods のフレーム名はフロー サービス名です。

WebSphere MQ のフレーム名は以下の部分から構成されます。

• 文字列 put または get
• WebSphere MQ ホスト名
• キュー マネージャ名
• キュー名

たとえば put-172.24.255.255-QueueManager-ORDERS.REQUEST です。

Web サービスのフレーム名は URL のパスの部分です。

Execution Time

フレーム名の下に、実行時間が表示されます。

特定の状況では、左端のコンポーネントの実行時間がトランザクション全体の時間になります。

実行時間が非常に短く、ゼロに切り捨てられる場合、値 0 msが表示されます。

受信要求および送信要求の情報

パス グラフで、フレームを接続する線を選択すると、受信要求および送信要求のペイロードが表示されます。トランザ
クション詳細ダイアログ ボックスの下部の領域に、［受信要求］タブと［送信要求］タブが表示されます。

以下の図は、パス グラフでの受信要求と送信要求の情報を示しています。
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Frame Information

トランザクション詳細ダイアログ ボックスの下の領域には、パス グラフで選択されているフレームに関する情報が表示
されます。

［フレーム］タブおよび［ログ メッセージ］タブは、すべてのフレーム タイプに対して表示されます。

使用可能なタブのフィールド情報を選択およびコピーできます。コピーするには、情報を選択して右クリックし、［コ
ピー］を選択します。キーボード ショートカット キーを使用すると、タブからフレーム情報をコピーして貼り付けるこ
とができます。

［フレーム］タブ

［フレーム］タブには、選択されたフレームのメタデータの値および場所の値が表示されます。以下の詳細が表示されま
す。

フレーム メタ値
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• 名前： フレームの名前。
• タグ： フレームと関連付けられたフレーム タグ。
• カテゴリ： フレームのカテゴリ。
• 開始時間： フレームが実行を開始した時間。
• 実時間： フレーム実行の開始から終了までにかかった時間。「ルート フレーム応答時間」とも呼ばれます。
• ID： 一意のフレーム ID。
• 親 ID： 現在のフレームの親フレーム ID。

場所の値

• ホスト： フレームが実行されたコンピュータの名前。
• エージェント： フレームをキャプチャしたエージェントの名前。
• スレッド： フレームが実行中のスレッド名。
• メソッド： フレームでキャプチャされた Java メソッド。
• セッション： このフレームに関連付けられるセッションのセッション ID。

フレーム実行時間が非常に短く、ゼロに切り捨てられる場合、値［0 ms］が表示されます。

［Request］タブ

［要求］タブには、選択したフレームが送信した実際の要求が表示されます。このタブは、非 JMS および非 JDBC フ
レームに対してのみ表示されます。

WebSphere MQ トランザクションにバイナリ ペイロードが含まれる場合、［要求］タブには、ペイロードの人間が理解
できるバージョンが表示されます。非テキスト文字は削除されます。［XML］タブに、元のバイナリ ペイロードを表示
できます。

CICS トランザクションの場合、生データが 16 進形式で表示されます。右側のデコードされたテキスト出力は、 選択さ
れた EBCDIC コードによって異なります。

［Response］タブ

［応答］タブには、選択したフレームが受信した実際の応答が表示されます。このタブは、非 JMS および非 JDBC フ
レームに対してのみ表示されます。

WebSphere MQ トランザクションにバイナリ ペイロードが含まれる場合、［応答］タブには、ペイロードの人間が理解
できるバージョンが表示されます。非テキスト文字は削除されます。［XML］タブに、元のバイナリ ペイロードを表示
できます。

CICS トランザクションの場合、生データが 16 進形式で表示されます。右側のデコードされたテキスト出力は、 選択さ
れた EBCDIC コードによって異なります。

［ログ メッセージ］タブ

［ログ メッセージ］タブには、すべてのログ メッセージが含まれます。以下の詳細が表示されます。

• 情報のレベル
• ロガー名（ある場合）
• ログ メッセージのテキスト

デフォルトでは、ログ メッセージの最低レベルはWarningです。最低レベルを変更するには、［Java ログ レベル］プ
ロパティを設定します。

ポータルの［エージェント］ウィンドウから、このプロパティを設定できます。プロパティは［設定］タブに表示され
ます。
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列を並べ替えるには、列見出しのドロップダウン矢印をクリックして、［昇順］または［降順］を選択します。列を表示
するか、または非表示にするには、列見出しのドロップダウン矢印をクリックして、列をポイントして、チェック ボッ
クスをオンまたはオフにします。

［XML］タブ

［XML］タブには、フレームでのインスツルメンテーション応答の RAW XML が表示されます。このタブは、JDBC フ
レーム以外のすべてのフレームに対して表示されます。

［XML］タブは付加的です。右側のフレームに含まれる情報は左側のフレームより少なくなります。最初のフレームに
は、完全な応答が含まれます。

［例外］タブ

フレームに例外が含まれる場合、［例外］タブにスタック トレースが表示されます。

この機能には以下の前提条件があります。

• 例外プロトコルのキャプチャ レベルが、エージェントの［全データ］に設定されている必要があります。
• ［サポートされているすべての例外フレームのキャプチャ］プロパティが、エージェントに対して有効になっている
必要があります。［設定］タブのこのプロパティにアクセスするには、［トランザクション］カテゴリを選択しま
す。

［ペイロード］タブ

［ペイロード］タブには、JMS ペイロードが表示されます。このタブは、JMS フレームに対してのみ表示されます。

［SQL サマリ］タブ

［SQL サマリ］タブは、SQL 情報のサマリを提供します。このタブは、JDBC フレームに対してのみ表示されます。

以下の詳細が表示されます。

• 各 SQL ステートメントに割り当てられる連続する識別子
• SQL ステートメント
• 返された行の数
• 呼び出しの数
• 平均時間（ミリ秒）
• 合計時間（ミリ秒）

SQL ステートメントをクリックすると、結果が表示されます。

SQL ステートメントをダブルクリックすると、ステートメント全体を表示するダイアログ ボックスが表示されます。

列を並べ替えるには、列見出しのドロップダウン矢印をクリックして、［昇順］または［降順］を選択します。列を表示
するか、または非表示にするには、列見出しのドロップダウン矢印をクリックして、列をポイントして、チェック ボッ
クスをオンまたはオフにします。

［要求ヘッダ］タブ

［要求ヘッダ］タブには、要求ヘッダ セクションのコンポーネントに関する情報が表示されます。このタブ
は、SOAP、REST、HTTP、HTTPS、および Web サービスのフレームのみを表示します。

［応答ヘッダ］タブ

［応答ヘッダ］タブには、応答ヘッダ セクションのコンポーネントに関する情報が表示されます。このタブ
は、SOAP、REST、HTTP、HTTPS、および Web サービスのフレームのみを表示します。
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［受信要求］タブ

［受信要求］タブには、受信フレーム要求に関する情報が表示されます。このタブは、パス グラフでフレーム間のライ
ンを選択した場合に表示されます。

［送信要求］タブ

［送信要求］タブには、送信フレーム要求に関する情報が表示されます。このタブは、パス グラフでフレーム間のライ
ンを選択した場合に表示されます。

トランザクションのピン/ピン解除
POI （points of interest、注目ポイント）として識別するトランザクションをピン留めできます。ピンで留められたトラ
ンザクションは、［ホーム］ページ ダッシュボードの［ポイント オブ インタレスト］ポートレットに表示されます。

以下の図は、ピン留めされた不具合のあるトランザクションを示しています。

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューから［アプリケーション インサイト］-［トランザクションの分析］を選択します。
2. リスト ビューで、［名前］列のトランザクション リンクをクリックし、トランザクション フレームを右クリックし
て、［トランザクションをピン留め］を選択します。

3. グラフィカル ビューで、トランザクション フレームを右クリックし、［トランザクションをピン留め］を選択しま
す。

4. 説明を入力し、［OK］をクリックします。
トランザクションに青色のピンが表示されます。ツールヒントには、入力されたピンの説明が含まれています。

5. ピンを解除するには、トランザクションを右クリックし、［ピンの削除］を選択します。
6. （オプション）［ホーム］ページに移動し、［ポイント オブ インタレスト］ポートレットをリフレッシュします。
ピン留めされたトランザクションが［ポイント オブ インタレスト］リストに表示されます。

ポイント オブ インタレストの共有
トランザクションへの興味のあるポイントのリンクを表示して共有できます。このリンクには、Application Insight にあ
る興味のあるポイントの URL が含まれています。

NOTE

トランザクションのピン留めを行ってから、ポイント オブ インタレストを共有してください。トランザクショ
ンのピン留めを行う方法の詳細については、「トランザクションのピン/ピン解除」を参照してください。

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューから［アプリケーション インサイト］-［トランザクションの分析］を選択します。
デフォルトでは、［トランザクションの分析］ウィンドウはリスト ビューで表示されます。
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2. ［名前］列でトランザクション リンクをクリックするか、または［グラフィカ

ル
］
をクリックします。

3. トランザクションを右クリックし、［共有］-［ポイント オブ インタレストの共有］を選択して URL を表示します。
4. ［X］をクリックして［ポイント オブ インタレストの共有］ダイアログ ボックスを閉じます。

リンクの共有
共有する、トランザクションへのリンクを表示することができます。リンクには、Application Insight 内のトランザク
ションがある場所の URL が含まれます。

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューから［アプリケーション インサイト］-［トランザクションの分析］を選択します。
デフォルトでは、［トランザクションの分析］ウィンドウはリスト ビューで表示されます。

2. ［名前］列でトランザクション リンクをクリックするか、または［グラフィカ

ル
］
をクリックします。

3. トランザクションを右クリックし、［共有］-［共有リンク］を選択して URL を表示します。
4. 以下の方法により、トランザクションに直接移動できます。

– Web ブラウザに URL を入力する。
– リンクを強調表示し、右クリックして、［http://<URL> に移動］を選択する。

5. ［X］をクリックして［共有リンク］ダイアログ ボックスを閉じます。

トランザクション フレーム間のリンクのラベル付け
ラベルを追加することにより、トランザクション フレーム間で特定のリンクに注釈を付けることができます。たとえ
ば、2 つのフレームの間の通信の問題を認識するためにラベルを追加できます。ラベルは、トランザクションの詳細ダイ
アログ ボックスからグラフィカル ビューまたはリスト ビュー内のリンクを追加できます。 

以下の図は、パスのグラフにラベルを表示します。

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューから［アプリケーション インサイト］-［トランザクションの分析］を選択します。
2. リスト ビューまたはグラフィカル ビューから、パスのグラフを開きます。
3. リンクが強調表示されるまでリンクをポイントし、リンクを右クリックして、［このリンクのラベル付け］を選択し
ます。

4. ラベルを入力して、［OK］をクリックします。
ラベルが保存され、特定のリンクに追加されます。ツールヒントには、入力されたラベルが含まれています。

5. 編集またはラベルをクリアするには、リンクが強調表示されるまでリンクをポイントし、右クリックして編集、また
はラベルをクリアし、［OK］をクリックします。 
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繰り返されるパスのマージ
繰り返されるパスには、パスに発生する重複したトランザクションが含まれています。これらのパスをマージして、同じ
トランザクションを識別し、リスト表示されるトランザクションの数を減らすことができます。繰り返されるパスのマー
ジは、不具合の原因を識別に役立ちます。たとえば、あるアプリケーションに関して発生し、繰り返されるすべてのログ
イン トランザクションが失敗する場所を確認することができます。

繰り返しパスには、オレンジのバッジが付いています。バッジには、マージされたパスの数が含まれています。

以下の図では、マージされた繰り返しパスがリスト ビューに表示されています。

以下の図では、マージされた繰り返しパスがグラフィカル ビューに表示されています。

マージされたトランザクションを使用して作成されたアーティファクトには、トランザクション ID を使用して名前が付
けられます。

シェルフ内でマージされたトランザクションからベースラインを作成する場合、マージされたトランザクションは、表
示、順序を変更、削除することができます。

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューから［アプリケーション インサイト］-［トランザクションの分析］を選択します。
2. リスト ビューまたはグラフィカル ビュー

で、
をクリックします。
繰り返されるパスが 1 つのトランザクションにマージされます。オレンジ色のバッジには、繰り返されるパスの数が
表示されます。

3. トランザクションのマージを解除するに

は、
をクリックします。

URL の動作のマージ

Web HTTP および REST HTTP URL は、名前に異なるセグメントがある場合でも、重複として扱われます。

以下の REST HTTP URL を考慮します。

• /cars-app/carShop/car/2T1KR32E37C639014
• /cars-app/carShop/car/2T1KR32E37C639015
• /cars-app/carShop/car/2T1KR32E37C639016
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最後のセグメントは、自動車の車両識別番号を表します。マージするための URL を評価するには、ブローカはこのセグ
メントをパラメータに置き換えます。

デフォルトでは、ブローカは、3 の位置から開始するセグメントを評価します。異なるセグメントが位置 2 にある場合
は、ブローカが 2 の位置から始めるように設定する必要があります。

セグメントを評価するためのデフォルトのパターン文字列は、[a-zA-Z]+[0-9]{5,}[a-zA-Z]* です。

ポータルから設定を変更するには、以下のブローカ プロパティを使用します。

• URL パラメータの開始位置
• URL パラメータと照合する正規表現

rules.xml ファイル内の対応するプロパティは、それぞれ lisa.agent.transaction.url.param.start.position と
lisa.agent.transaction.url.param.pattern です。

プロパティの変更は、以降のトランザクションに影響します。既存のトランザクションには影響しません。

同一および部分的なトランザクション パスの使用数の表示
他のトランザクション パス内で同一である 2 つのフレームを接続する部分的なパスの使用数を表示することができま
す。接続されている 2 つの同じフレームは、選択したトランザクションを含む、検索結果内のすべてのトランザクショ
ンから識別されます。JDBC トランザクション フレームの場合、使用数の特定には同じカテゴリが使用されます。他の
すべての種類のフレームの場合、使用数は、クラス名、メソッド、カテゴリ、エージェント、表示名に基づいています。

使用数の表示は、トランザクション詳細ダイアログ ボックスで有効にします。

たとえば、パスが同一で、名前が /lisabank/depositmoney.do というパス内の部分的なトランザクションが 1 日の期間
に発生する回数を表示できます。検索およびフィルタ条件を使用すると、［トランザクションの分析］ウィンドウのリス
トに表示されるトランザクションを絞り込むことができます。

以下の図は、/lisabank/depositmoney.do という名前のトランザクションの使用数をパス グラフに示したものです。

パス グラフ内にある凡例を使用すると、トランザクション パスのトラフィックの使用状況を表示できます。以下の図
は、使用トラフィックの凡例を示しています。
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凡例では、色を使用して、トラフィックが最も少ないトランザクションからトラフィックが最も多いトランザクションま
でを表します。トランザクションのトラフィックが多いほど、ノードを結ぶ線が太くなります。

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューから［アプリケーション インサイト］-［トランザクションの分析］を選択します。
2. （オプション）検索バーおよび絞り込みパネルを使用して、検索条件を入力します。
3. リストまたはグラフィカル ビューで、トランザクション パスを選択して、トランザクション詳細ダイアログ ボック
スを開きます。
– （デフォルト）リスト ビューで、［名前］列のトランザクション リンクをクリックします。
– グラフィカル ビューで、親フレームをダブルクリックします。
トランザクション詳細ダイアログ ボックスが表示されます。

4. ［使用数］の［有効］チェックボックスをオンにします。
リストにあるトランザクションで、選択したパスのトランザクションが使用された合計回数がパス グラフに表示され
ます。

5. （オプション）使用数の詳細を表示するには、ズーム ボタンを使用します。
6. （オプション）パス グラフのビューを拡大して大規模なパスを表示するには

をクリックします。
7. （オプション）トランザクションの使用におけるトラフィックを表示するには、［凡例の表示］

をクリックします。

プロデューサとコンシューマの関係の表示
特定のエージェントのプロデューサおよびコンシューマのトランザクションを特定して図として表示することができま
す。プロデューサは、共通 API とも呼ばれます。

プロデューサが共通 API として分類されるためには、そのプロデューサを実行しているエージェントの他に少なくとも 2
つのエージェントからのコンシューマによってプロデューサが呼び出されていることが必要です。

以下の図は、2 つのパスを示しています。フレーム D がプロデューサです。フレーム B とフレーム C がコンシューマで
す。
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Figure 28: 共通 API

以下の図では、［共通 API］ダイアログが表示されています。このダイアログに、プロデューサとコンシューマの関係が
視覚的に表示されます。右側の Web サービス フレームがプロデューサです。

以下のプロトコルからのトランザクション フレームがサポートされています。
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• EJB
• HTTP
• HTTPS
• JMS
• MQ
• REST
• RMI
• Web サービス

［共通 API］ダイアログに表示されているトランザクション フレームをシェルフに追加するには、フレームを右クリッ
クして以下のオプションのいずれかを選択します。

• フレームをシェルフに追加する
このオプションは、プロデューサとコンシューマのトランザクションで使用可能です。

• 発生したすべてのトランザクションのシェルフへの追加
このオプションは、コンシューマ トランザクションで使用可能です。

シェルフに追加されたプロデューサまたはコンシューマのトランザクションは、シェルフの中では［共通 API フレー
ム］としてラベル付けされます。トランザクションのシェルフへの追加の詳細については、「トランザクションのシェル
フへの追加」および「シェルフの使用」を参照してください。

1 つのビジネス サービスの複数のコンシューマを表す、ベースライン テストと仮想サービスを生成することができま
す。レグレッション テストは、すべてのコンシューマからのデータを表すものであり、1 つの共通 API の再利用が文書
化されます。このデータは、API への変更が複数のコンシューマに与える影響について理解するのに役立ちます。

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューから［アプリケーション インサイト］-［トランザクションの分析］を選択します。
2. ［共通 API］

をクリックします。
3. （オプション）ドロップダウン リストで選択されているエージェントを変更します。
4. 1 つ以上の共通 API のチェック ボックスをオンにします。
5. ［共通の表示］をクリックします。
［共通 API］ダイアログに、そのエージェントの共通 API のプロデューサとコンシューマが表示されます。

トランザクションのステッチング ルール
ステッチングとは部分的なトランザクションを使用して完全なトランザクションを構成するプロセスです。時折、ステッ
チングされることになっているトランザクションは、［トランザクションの分析］ウィンドウで部分的なトランザクショ
ンとして表示されます。特定の文字列（例、GUID）でトランザクション フレームをステッチングするルールを作成する
ことができます。

文字列を識別し、親および子キーを設定します。トランザクション パスの最後のフレームのみ、親キーとして設定でき
ます。ルート トランザクション フレームのみ、子キーとして設定できます。

ステッチング ルールは、rules.xml ファイルに保存され、キャプチャされる新しいトランザクションに適用されます。  

NOTE
SQL フレームを含むトランザクションでは、SQL フレームの前のフレームのみを親キーとして設定できます。

以下のオプションを親および子キーの設定に使用できます。

• 正確な文字列を使用
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このオプションでは、ステッチングにこの文字列を使用します。たとえば、カテゴリ別にトランザクションをステッ
チングする場合に使用します。

• 親キーと同じ
このオプションは、子キーの設定でのみ使用できます。子トランザクション フレームが親キー情報を継承します。

• ビルトイン正規表現を使用
これらのオプションは、トランザクションがステッチングされる方法を識別するために使用される事前定義済みの表
現です。オプションは、IPv6、IPv4、GUID、電子メール、および URL です。

• カスタム正規表現を使用
このオプションを使用して、カスタム正規表現を作成できます。

ステッチング ルールの作成

特定の文字列を共有するトランザクション フレームをまとめるためにステッチング ルールを作成します。 

以下の手順に従います。

1. リスト ビューの［トランザクションの分析］ウィンドウから、［名前］列のトランザクション リンクをクリックし
ます。
トランザクション詳細ダイアログ ボックスが表示されます。

2. ［XML］タブを選択し、ほかのトランザクションのステッチングに使用する文字列を強調表示させ、［親キーの設

定］
を

クリックします。
［親キーの設定］ダイアログ ボックスが表示されます。トランザクションのパスは、［パス］フィールドに入力され
ます。  

3. 以下のいずれかのオプションを選択します。
– 正確な文字列を使用
– ビルトイン正規表現を使用
– カスタム正規表現を使用

4. ナビゲーション ボタンを使用して、子フレームに移動し、［子キーの設

定］
を

クリックします。
5. 以下のいずれかのオプションを選択します。

– 正確な文字列を使用
– 親キーと同じ
– ビルトイン正規表現を使用
– カスタム正規表現を使用

ステッチング ルールの管理

ルールが作成されると、ペイロード ステッチング ルールの表示、削除、グループ化ができます。グループ化ルールは 2
つ以上のトランザクション フレームを 1 つのトランザクション パスに分類する方法を決定します。この分類されたトラ
ンザクション パスは、アプリケーション内で発生した実際の操作を表します。

［フレーム ルールの管理］ダイアログ ボックスの［ペイロードのステッチング］タブには、グループ化が解除された、
およびグループ化されたという 2 つのカテゴリに、ルールが一覧表示されます。新しいルールは、デフォルトでは、グ
ループ化が解除されたカテゴリに表示されます。 

1. ［トランザクションの分析］ウィンドウから［フレーム ルールの管理］

をクリックします。
［フレーム ルールの管理］ダイアログ ボックスが表示されます。
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2. ［ペイロードのステッチング］タブを選択します。
ペイロードのステッチング ルールは、リストに表示されます。

3. ルールを削除するには、［ルールの削除］

をクリックします。
4. ルールをグループ化するには、ルール チェック ボックスを選択し、［ペイロード ステッチング ルールのグループ

化］をクリックします。
5. グループからルールを移動するには、［グループからルールを削

除］をクリックします。
6. グループ内のすべてのルールのグループ化を解除するには、［すべてのアイテムのグループ化を解

除］をクリックします。

トランザクションの削除
例外または不正なデータを含むトランザクションは、［トランザクションの分析］ウィンドウのリスト
ビューでデータベースから削除することができます。グラフィカル ビューでトランザクションを削除する
ことはできません。トランザクションを削除するには、右クリック方式を使用するか、［その他のアクショ

ン］
 削

除オプションを使用します。 

インポートされたトランザクションおよびポイント オブ インタレストまたはチケットを含むトランザクションは、削除
処理から除外できます。データベースから削除する前にトランザクションをエクスポートすることができます。

複数のトランザクションを削除するには時間がかかる場合があります。トランザクションが削除されると、［トランザク
ションの分析］ウィンドウの上部に示される［結果］のトランザクション数が減少します。

以下の役割を持つユーザがトランザクションを削除できます。

• パワー ユーザ
• スーパー ユーザ
• 管理者

NOTE
トランザクションを選択するには、［名前］列でトランザクション リンクの横をクリックします。リンクをク
リックすると、トランザクション詳細ダイアログ ボックスが開きます。

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューから［アプリケーション インサイト］-［トランザクションの分析］を選択します。
2. 1 つ以上のトランザクションを選択して右クリックし、［選択内容の削除］を選択します。
3. 他の削除オプションについては、［その他のアクショ

ン］
 を

クリックし、該当するオプションを選択します。
– 選択内容の削除
リスト内の手動で選択したトランザクションをすべて削除するオプションです。

– ページの削除
トランザクションを手動で選択せずにトランザクションの現在のページを削除するオプションです。

– すべて削除
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すべてのトランザクションを手動で選択せずに、データベースからトランザクションをすべて削除するオプション
です。

［トランザクションの削除］ダイアログ ボックスが表示されます。［POI トランザクションを除外］と［チケットが
発行された/インポートされたトランザクションを除外］のチェックボックスはデフォルトでオンになります。

4. POI とチケットを含むトランザクションを削除するには、［POI トランザクションを除外］チェックボックスをオフ
にします。

5. インポートされたトランザクションまたはサポート チケットを含むトランザクションを削除するには、［チケットが
発行された/インポートされたトランザクションを除外］チェックボックスをオフにします。

6. トランザクションを削除する前にエクスポートするには、［削除する前にエクスポート］チェックボックスをオンに
し、ファイル名を入力します。

7. ［削除］をクリックします。
8. ［OK］をクリックして［情報］ダイアログ ボックスを閉じます。
9. ［リフレッ

シュ］をクリックして、トランザクションのリストを更新します。

パスのエクスポートおよびインポート
［トランザクションの分析］ウィンドウでは、パスをエクスポートし、パスと記録されたトランザクションをインポート
することができます。パスは、他のインストールにインポートできます。デバッグのために、CA サポートのパスをエク
スポートできます。

NOTE

詳細情報：

• パスのエクスポート
• パスのインポート

パスのエクスポート

トランザクション パスを共有およびインポートするために zip ファイルにエクスポートできます。トランザクションが
XML ファイルとしてエクスポートされ、トランザクション ID を使用して名前が付けられます。［トランザクションの分
析］検索バーで検索条件を使用して表示するトランザクションを絞り込みます。

以下のエクスポート オプションを使用できます。

• ［選択した項目のエクスポート］は、リスト ビューに表示される、選択済みのトランザクションをエクスポートしま
す。
［その他のアクション］

をクリックするか、トランザクションを右クリックして［選択した項目のエクスポート］を選択することにより、選
択したトランザクションをエクスポートできます。複数のトランザクションを選択するには、Shift キーを押したまま
にします。

• ［ページのエクスポート］は、 リスト ビューに表示されるトランザクションのページをエクスポートします。マージ
されたトランザクションを最大 500 件までエクスポートすることができます。
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トランザクションのページが複数ある場合、［その他のアクション］

をクリックし、エクスポートするページごとに［ページのエクスポート］を選択します。
• ［ビューのエクスポート］は、グラフィカル ビューに表示されるパスをエクスポートします。マージされたトランザ
クションを最大 500 件までエクスポートすることができます。

• ［すべてをエクスポート］は、検索結果に基づいて表示されるすべてのトランザクションをエクスポートします。ト
ランザクションの数が 1000 を超える場合、エクスポートが完了するまでに長時間かかります。警告ダイアログ ボッ
クスが表示され、エクスポートを続行するかキャンセルするかを選択できます。

NOTE

トランザクションをエクスポートするために Safari ブラウザを使用した場合、デフォルトでは、ファイル
名は拡張子のない unknown になります。Safari ブラウザでは、ダウンロード時にファイル名を編集するこ
とはできません。トランザクションをインポートするには、ファイル名に .zip 拡張子を必ず追加してくだ
さい。この動作は、［選択した項目のエクスポート］、［エクスポート］ページ、［すべてをエクスポー
ト］オプションを使用してトランザクションをエクスポートする場合に適用されます。

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューから［アプリケーション インサイト］-［トランザクションの分析］を選択します。
2. 検索条件を使用して、エクスポートするトランザクションを検索します。
3. ［その他のアクション］

をクリックし、エクスポート オプションを選択します。
［パスのエクスポート］ダイアログ ボックスが表示されます。

4. エクスポート先の ZIP ファイルの名前を入力します。
5. ［パスのエクスポートおよびダウンロード］をクリックします。

zip ファイルが作成されます。

NOTE

• トランザクションのインテリジェント検索
• 時間によるトランザクションの検索
• トランザクションのフィルタ
• パスのインポート

パスのインポート

トランザクションのパスを含む zip ファイルをさまざまなソースから Application Insight データベースにインポートする
ことができます。

［トランザクションの文書化］ウィンドウでは、［トランザクションの分析］で使用するために記録されたトランザク
ション パスをインポートすることもできます。記録されたトランザクション パスは、［トランザクションの文書化］と
［トランザクションの分析］ウィンドウに表示されます。

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューから［アプリケーション インサイト］-［トランザクションの分析］を選択します。
2. ［その他のアクショ

ン］
 を

クリックし、［インポート］を選択します。
［ トランザクションのインポート］ダイアログ ボックスが表示されます。

3. ［選択］をクリックし、zip ファイルを選択します。
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4. テーブルに表示されるパスを確認し、［インポート］をクリックします。
［インポート済み］列に以下のように表示されます。
– ［はい］（パスがデータベースにインポートされる場合）。
– ［重複］（パスすでにデータベースに存在する場合）。
– ［失敗］（パスがインポートされなかった場合）。

5. ［OK］をクリックします。
確認ダイアログ ボックスが表示されます。

6. ［OK］をクリックし、［トランザクションの分析］ウィンドウの［リフレッシュ］をクリックします。
インポートされたパスがリストに表示されます。

パスの図の PDF へのエクスポート
パス情報を表示、保存、および印刷するために、パスの図を PDF ドキュメントにエクスポートします。PDF ドキュメン
トは、リストまたはグラフィカル ビューで作成します。両方のビューで利用可能な検索およびフィルタ機能を使用しま
す。トランザクション パスを見つけるために検索結果を絞り込む方法の詳細については、「トランザクションの検索お
よびフィルタ」を参照してください。

NOTE

• Microsoft Internet Explorer と Mozilla Firefox では、PDF を表示するために Adobe Reader が必要で
す。Google Chrome の場合は、Chrome PDF ビューアまたは Adobe Reader を有効にします。

• PDF の生成は、HTTPS モードで  ポータルを実行している場合、サポートされません。

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューから、［アプリケーション インサイト］-［トランザクションの分析］を選択しま
す。

2. 検索およびフィルタ機能を使用して、PDF ドキュメントを作成するトランザクションを検索します。
3. リストまたはグラフィカル ビューでパスを選択

し、
をクリックします。
パスの図がプレビュー ブラウザに表示されます。

4. ブラウザ下部の右側にカーソルを置いて、タスク バーを表示させます。
タスク バーには、ズーム、保存、および印刷のためのオプションがあります。

5. PDF ファイルを保存するには、［保存］をクリックします。
6. ファイル名を入力して、［保存］をクリックします。
7. PDF を印刷するには、［印刷］ をクリックします。
印刷セットアップが表示されます。

8. ［印刷］をクリックします。

 

トランザクションのシェルフへの追加
［トランザクションの分析］ウィンドウから、トランザクションを選択し、#######してアーティファクトを生成しま
す。トランザクションをシェルフに追加すると、フレームがシェルフに追加されます。シェルフからは、アーティファク
トの生成、ドキュメントの作成、およびポイント オブ インタレストの設定を行います。生成可能なアーティファクトの
タイプは、仮想サービス、ベースライン、データ セット、および要求/応答ペアです。 

トランザクションは、個々のフレームとして、発生したすべてのトランザクションとして、およびマージされた同一のト
ランザクションとして、シェルフに追加することができます。

シェルフでのトランザクションの操作の詳細については、「シェルフの使用」を参照してください。
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NOTE
ログイン セッションが期限切れになるか、 ポータルを実行しているブラウザが閉じられるか更新されると、
シェルフ内のトランザクションが削除されます。

トランザクションは、グラフィカル ビューおよびリスト ビューからシェルフに追加できます（「トランザクションの詳
細の表示」を参照）。トランザクションを右クリックし、シェルフへの追加の以下のオプションのいずれかを選択しま
す。

フレームをシェルフに追加する

個々のフレームをシェルフに追加するには、フレームを右クリックして［フレームをシェルフに追加する］を選択しま
す。

フレームをシェルフに追加する（詳細）

詳細オプションを使用してフレームをシェルフに追加することで、選択されたトランザクション、または検索結果に基づ
くトランザクションから同じタイプのトランザクション フレームをシェルフに追加できます。 

以下の詳細オプションを使用できます。

• このトランザクションからのフレームの同じカテゴリ
同じカテゴリのトランザクションをシェルフに追加できます。

• 検索結果からのフレームの同じカテゴリ
検索結果から同じカテゴリのトランザクションをシェルフに追加できます。カスタム フィルタを作成して、エージェ
ントおよびリモート IP アドレスによって検索結果を絞り込むことができます。

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューから［アプリケーション インサイト］-［トランザクションの分析］を選択します。
デフォルトでは、［トランザクションの分析］ウィンドウはリスト ビューに表示されます。

2. ［名前］列でトランザクション リンクをクリックするか、［グラフィカル］

をクリックします。
3. トランザクションを右クリックして、［フレームをシェルフに追加する（詳細）］を選択します。
4. 選択したトランザクションからフレームをシェルフに追加するには、［このトランザクションからのフレームの同じ
カテゴリ］を選択します。

5. 検索結果からフレームをシェルフに追加するには、［検索結果からのフレームの同じカテゴリ］を選択します。
6. （オプション）カスタム フィルタを作成して検索結果を絞り込むには、以下の手順を実行します。

a. ［カスタム フィルタ］チェックボックスをオンにします。
b. ［インバウンド フレーム］を選択し、リストからエージェント名を選択します。インバウンド フレームで
は、［トランザクションの分析］ウィンドウからフィルタされたエージェントがリストされます。 

c. ［アウトバウンド フレーム］を選択し、リモート IP アドレスのチェックボックスをオンにします。アウトバウン
ド フレームでは、［トランザクションの分析］ウィンドウで検索から返されたリモート IP アドレスがリストされ
ます。

d. フィルタにオプションを追加するには、［オプション］の横にある矢印をクリックして、フィールドに入力しま
す。

e. ［フィルタの適用］をクリックします。
該当するフレームがリストされます。

7. リストからシェルフに追加するフレームを選択して、［フレームをシェルフに追加する］をクリックします。
フレームがシェルフに追加されます。

8. シェルフからトランザクションを削除するには、トランザクションを右クリックし、［シェルフから削除］を選択し
ます。

 1087



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

発生したすべてのトランザクションのシェルフへの追加

キャプチャされたトランザクション中に発生した同じトランザクション ID を持つトランザクションおよびフレームを、
すべてシェルフに追加することができます。発生したすべてのトランザクションの例として、ボタン クリックやログ
アウトなどがあります。シェルフには、発生したトランザクションすべてが 1 つのトランザクションとして表示されま
す。シェルフに格納される単一の項目として、仮想サービスを作成し、ベースラインを作成し、ドキュメントを作成しま
す。青色のピンおよび単語［All］が、シェルフに格納されたフレームの上部に表示されます。 
以下の図は、パス内で発生したトランザクションすべてを含む、シェルフに格納されたトランザクションを示していま
す。

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューから［アプリケーション インサイト］-［トランザクションの分析］を選択します。
デフォルトでは、［トランザクションの分析］ウィンドウはリスト ビューに表示されます。

2. ［名前］列でトランザクション リンクをクリックするか、［グラフィカル］

をクリックします。
3. トランザクションを右クリックして、［発生したすべてのトランザクションをシェルフに追加］を選択します。

マージされた（X）トランザクションのシェルフへの追加

マージされたトランザクションをシェルフに追加することで、同一のパスのグループに、アーティファクトを作成して、
注目ポイントを設定することができます。マージされたトランザクションがシェルフに追加されると、トランザクション
の数が 1 つ増加します。繰り返されるトランザクションのマージの詳細については、「繰り返されるパスのマージ」を
参照してください。
以下の図は、シェルフ ポップアップのシェルフに追加されマージされたトランザクションを示しています。
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ステートフル ベースラインは、マージされたトランザクションについてはサポートされません。統合されたベースライ
ンと展開されたベースラインのみを作成できます。

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューから［アプリケーション インサイト］-［トランザクションの分析］を選択します。
デフォルトでは、［トランザクションの分析］ウィンドウはリスト ビューに表示されます。

2. ［名前］列でマージされたトランザクション リンクをクリックするか、［グラフィカル］

をクリックします。
3. トランザクションを右クリックして、［マージされた（X）トランザクションのシェルフへの追加］を選択します。
（X）は、トランザクションのマージされたフレームの数を表します。
青色のピンのアイコンが、シェルフに追加されたトランザクション フレームの上に表示されます。フレームがシェル
フに追加されます。シェルフに追加されているトランザクションの総数が 1 つ増加します。

4. シェルフからトランザクションを削除するには、トランザクションを右クリックし、［シェルフから削除］を選択し
ます。

エージェントのアーティファクトの生成
トランザクションをシェルフに追加せずに、エージェントから直接仮想サービス（VRS サポートあり）、ベースライ
ン、および要求/応答ペアを生成することができます。［トランザクションの分析］ウィンドウで、指定された期間の
データをキャプチャするすべてのエージェントのトポロジ ビューを表示します。トランザクションに対する検索とフィ
ルタの調整により、エージェント トポロジに表示されるエージェントが決定します。たとえば、［1 日］または［すべ
ての時間］で検索し、［トランザクション ID］でフィルタ リングした結果のエージェントが表示されます。 
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仮想サービスは、ルート トランザクション フレームに基づいて作成され、フレーム タイプ別に集約されます。エージェ
ントから作成された仮想サービスはステートレスです。仮想サービスをサポートするトランザクション フレームのみが
仮想サービスの作成に含まれます。

ベースラインは、ルート トランザクション フレームに基づいて作成されます。展開されたベースラインは、アプリケー
ション テスト ステップをサポートするすべてのフレーム タイプに対して作成されます。トランザクション フレーム ス
テップのみをサポートするフレーム タイプには別のベースラインが作成されます。展開されたベースラインをサポート
していない他のすべてのフレーム タイプは、ベースラインの作成から削除されます。

仮想サービスおよびベースラインの命名規則には prefix_agent_Protocol_UTCTimeDataStamp が使用されます。デ
フォルトのプレフィックスはユーザ名で、これは編集することができます。 

NOTE
CICS エージェントは仮想サービスの作成のみをサポートします。仮想サービスを作成するには、VRS または
copybook バンドル ファイルを使用する必要があります。

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューから［アプリケーション インサイト］-［トランザクションの分析］を選択します。
2. ［エージェントのトポロジの表示］

をクリックします。
［エージェント］ダイアログ ボックスがグラフィカル ビューで表示されます。

3. エージェントを右クリックし、［エージェントのすべてのアーティファクトの生成］を選択します。
4. 以下のアーティファクト オプションの 1 つ以上を選択します。

– Baseline
– 要求/応答ペア
– 仮想サービス

VRS ファイルを含めるには、［VRS ファイルを使用］チェック ボックスをオンにし、VRS ファイルの名前を選
択または入力します。
copybook ファイルを含めるには、［Copybook バンドルを使用］チェック ボックスをオンにし、ドロップダウン
リストからファイルとデータ プロトコルを選択します。このオプションは CICS エージェントでのみ使用できま
す。

5. ［生成］をクリックします。
6. プロジェクトを選択し、プレフィックスを編集し（任意）、［作成］をクリックします。
確認ダイアログ ボックスには、正常に作成されたアーティファクトへのリンクが表示されます。

7. （オプション）リンクをクリックして、情報を確認するか、作成されたアーティファクト タイプに関連する他のタス
クを実行します。
新しいタブが開き、アーティファクトのプロジェクト名が表示されます。

8. ［OK］をクリックして確認ダイアログ ボックスを閉じます。
9. ［エージェント］ダイアログ ボックスを閉じます。

NOTE

• ビジネス トランザクションおよびトランザクション フレーム
• 時間によるトランザクションの検索

不具合の操作
［トランザクションの分析］ウィンドウでは、トランザクションの不具合の特定および分析、パフォーマンス ボトル
ネックの検出ができます。

［トランザクションの分析］ウィンドウから、以下のことができます。
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• トランザクションへの例外、ログ メッセージ、応答時間パーセンテージによる注釈を付けと、注釈が付けられている
トランザクションの表示

• 注釈が付けられたトランザクションのピン留め

シェルフから、仮想サービス、ベースラインを生成し、不具合のあるトランザクションの不具合ドキュメントを作成しま
す。詳細については、「シェルフ の使用」を参照してください。

不具合を表示するためのトランザクションの注釈付け

Application Insight では、違反のあるトランザクションを見つけ出し、それらをパスに表示します。仮想サービス、ベー
スライン テスト、およびドキュメントの生成ための不完全なトランザクションをシェルフに追加できます。

グラフィカル ビューの［トランザクションの分析］ウィンドウには、以下の注釈オプションが表示されます。

• 例外
例外違反のあるトランザクションを識別して表示します。

• ログ メッセージ
エラーおよび警告のログ メッセージを識別して表示します。

• 応答時間パーセンタイル
最低パフォーマンスのパーセンタイルを設定し、それらをトランザクション パスに表示します。

• 注釈を付けられたトランザクションのみの表示
注釈が付けられたトランザクションのみを表示します。

以下の図は、注釈を付けられた例外を持つトランザクションの例を示しています。

警告を含むログ メッセージを持つトランザクションは黄色で表示され、例外、エラー ログ メッセージ、および応答時間
違反の場合は赤色で表示されます。

［トランザクションの分析］ウィンドウで注釈が付けられてピンされたトランザクションは、ホーム ページの［ポイン
ト オブ インタレスト］リストに表示されます。

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューから［アプリケーション インサイト］-［トランザクションの分析］を選択します。
［トランザクションの分析］ウィンドウのグラフィカル ビューに、トランザクションが表示されます。

2. 検索絞り込みオプションを使用して、トランザクションを検索します。
3. ［注釈オプション］

をクリックして、1 つまたは複数のオプションを選択します。
不具合を持つトランザクションが表示されます。

4. （オプション）トランザクションを選択して、不具合に関する詳細情報を表示します。
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トランザクション詳細ダイアログ ボックスが表示されます。
5. （オプション）トランザクションをシェルフに追加して、アーティファクトを生成します。シェルフに追加の詳細に
ついては、「シェルフへのトランザクションの追加」を参照してください。

不具合レポートの生成

不具合があるトランザクションのレポートを生成できます。レポートを PDF ドキュメントとして保存および印刷できま
す。

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューから［アプリケーション インサイト］-［トランザクションの分析］を選択します。
［トランザクションの分析］ウィンドウが表示されます。

2. ［グラフィカル］

をクリックします。
3. ［注釈］

オプションをクリックし、注釈を付ける 1 つまたは複数のオプションをメニューから選択します。
違反を持つフレームは赤色で表示されます。

4. レポートするトランザクションを右クリックして、［フレームをシェルフに追加する］または［発生したすべてのト
ランザクションをシェルフに追加］を選択します。

5. シェルフのポップアップまたはダイアログ ボックスを開

き、
をクリックします。

6. タイトルを入力して、［OK］をクリックします。
レポートは、PDF ドキュメントとしてブラウザに表示されます。

7. 保存するには、［保存］をクリックして、ファイル名を入力します。［保存］をクリックします。
8. 印刷するには、［印刷］をクリックします。

シェルフの使用
シェルフは、アーティファクトの生成、ドキュメントの作成、およびポイント オブ インタレストの設定を行うため、複
数のビジネス トランザクション フレームを蓄積する手段を提供します。

トランザクションをシェルフに追加する方法の詳細については、「トランザクションのシェルフへの追加」を参照してく
ださい。

［トランザクションの分析］ウィンドウのリストおよびグラフィカル ビューからシェルフにアクセスできます。以下の
図は、シェルフ アイコンを示しています。

アイコンの右にある数字は、シェルフに追加されたフレームの数を示しています。一度に 500 個のフレームが表示され
ます。ビューを絞り込むには、フィルタを使用します。

NOTE
ログイン セッションが期限切れになるか、 ポータルを実行しているブラウザが閉じられるか更新されると、
シェルフ内のトランザクションが削除されます。

シェルフには、アーティファクトを生成する 2 つの方法があります。

• シェルフ ダイアログ ボックス
• シェルフ ポップアップ
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シェルフ ダイアログ ボックス

シェルフ ダイアログ ボックスでは、シェルフに追加されたトランザクションを検索および管理し、アーティファクトを
作成することができます。

シェルフ ダイアログ ボックスを開くに

は、
をクリックするか、ポップアップから［シェルフの表示（X フレーム）］をクリックします。

以下の図は、シェルフ ダイアログ ボックスを示しています。

ポイント オブ インタレスト（POI）を持つトランザクションが格納されている場合、シェルフ ダイアログ ボックスの開
始時間後に、POI の名前が表示されます。

シェルフ ポップアップ

シェルフ ポップアップでは、シェルフ ダイアログ ボックスを開かずに、アーティファクトを迅速に作成できます。

シェルフ ポップアップを表示するには、シェルフ アイコンをポイントします。

以下の図は、シェルフ ポップアップを示しています。

最大 5 つのトランザクションが一度に表示されます。［X］をクリックしてトランザクションを削除すると、シェルフの
次のトランザクションが表示されます。
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NOTE

詳細情報：

• シェルフのトランザクションの作業
• 仮想サービスの作成
• ベースラインの作成
• データ セットの作成
• 要求と応答のペアの作成

シェルフのトランザクションの作業
このページでは、シェルフに追加されたトランザクションを使用したアーティファクトの生成、ポイント オブ インタレ
ストの設定、ドキュメントの作成の手順について説明します。

以下のシナリオは、シェルフへのトランザクション フレームの追加が完了していることが前提となっています。

1. シェルフのフレームの検索
2. シェルフのフレームの削除
3. シェルフでトランザクションのポイント オブ インタレストの設定
4. アーティファクトの生成
5. シェルフからのドキュメントの作成
6. シェルフからのすべてのトランザクションのクリア

シェルフのフレームの検索

検索機能により、全文検索またはペイロード検索の条件を入力して、シェルフ内のトランザクション フレームを検索で
きます。

以下の手順に従います。

1.

［Analyze

 

Transactions］

ウィンドウで  をクリックします。
シェルフに追加されたすべてのトランザクション フレームのリストがシェルフに表示されます。

2. テキスト検索条件をまたはペイロード検索条件を［シェルフの検索］フィールドに入力します。
シェルフは、検索条件に基づいてトランザクション フレームのリストを返します。

シェルフのフレームの削除

シェルフ ダイアログ ボックスからおよびシェルフのポップアップからトランザクション フレームを削除することができ
ます。

以下の手順に従います。

1. シェルフを開きます。 
2. 削除するフレームを選択し、［X］をクリックします。
トランザクション フレームがシェルフから削除されます。

シェルフでの関心のある点の設定

シェルフで、トランザクションをポイント オブ インタレスト（POI）としてピン留めできます。ポイント オブ インタレ
ストを持つトランザクションは、［ホーム］ページ ダッシュボードの［ポイント オブ インタレスト］ポートレットに表
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示されます。［トランザクションの分析］から POI がピン留めされている場合、トランザクションがシェルフに追加さ
れたときに、シェルフ ダイアログ ボックスに、POI の名前が表示されます。

以下の手順に従います。

1. シェルフを開

き、
をクリックします。

2. ピンの説明を入力し、［OK］をクリックします。
3. ホーム ページ ダッシュ ボードで POI を表示するには、［ホーム］タブを選択

し、
をクリックします。

アーティファクトの生成

シェルフ内のトランザクション フレームについて、以下のビジネス アーティファクトを生成できます。

• 仮想サービス
• ベースライン
• データ セット
• 要求/応答ペア

生成できるアーティファクトのタイプは、トランザクションのリストの色の付いたラベルで示されます。

以下の手順に従います。

1. シェルフを開きます。
2. （オプション）［X］をクリックして、アーティファクトを作成しないフレームを削除します。
3. アーティファクト オプションをクリックし、［作成］をクリックします。
4. プロジェクトを選択し、プレフィックス名（オプション）を編集します。
5. アーティファクトの作成後にシェルフのトランザクションを保持または削除するオプションを選択します。
6. ［Create］をクリックします。
［進行中のジョブ］ダイアログ ボックスが開きます。

7. ジョブの進行状況インジケータ ツールヒントを使用して、アーティファクトに関する情報を表示します。
アーティファクトが正常に作成されたか、または正常に作成されず、なんらかのエラー メッセージが表示されたかが
ツールヒントに表示されます。ツールヒントは、仮想サービス、ベースライン、およびポータル内の要求/応答ペアの
場所へのリンクが含まれる場合があります。

8. ダイアログ ボックスを閉じます。

NOTE

仮想サービス、ベースライン、およびデータ セットを作成する場合、設定する追加オプションがある場合があ
ります。たとえば、ステップのタイプを選択し、ベースラインの作成でマジック デートを使用できます。詳細
な手順については、以下のトピックを参照してください。

特定のアーティファクト タイプを作成する詳細な手順については、以下のトピックを参照してください。

• 仮想サービスの作成
• ベースラインの作成
• データ セットの作成
• 要求/応答ペアの作成
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シェルフからのドキュメントの作成

NOTE

ポータルが HTTPS モードで実行されている場合、PDF の生成はサポートされません。

シェルフ内のトランザクションからレポートを作成することができます。新しいブラウザ ウィンドウでレポートを表示
できるように、ポップアップがブラウザで有効になっていることを確認します。レポートを印刷して、PDF ドキュメン
トとして保存することができます。

レポートには、トランザクション フレームおよびマージされたパスに関する以下の情報が含まれます。

• Agent name
• マシン名
• IP アドレス
• エージェント バージョン
• プロパティ
• 折りたたみの数および応答時間などのサマリ情報

トランザクションのエージェントの境界は、レポートの最後の［トランザクションの詳細情報］セクションに表示されま
す。
以下の手順に従います。

1. シェルフを開

き、
をクリックします。

2. レポートのタイトルを入力して、［OK］をクリックします。
レポートが別のブラウザ ウィンドウで表示されます。

3. 印刷するには、ウィンドウ下部の右側にカーソルを置いてタスク バーを表示し、［印刷］アイコンをクリックしま
す。

4. 保存するには、ウィンドウ下部の右側にカーソルを置いてタスク バーを表示し、［保存］アイコンをクリックしま
す。

シェルフからのすべてのトランザクションのクリア

シェルフ ダイアログ ボックスまたはポップアップから

をクリックして、現在シェルフ内にあるすべてのトランザクションを削除します。

チケットの作成および管理
Application Insight 機能では、障害を含む、アプリケーションの動作に関する詳細情報をキャプチャできます。この機能
は、テスターと開発者の連携を強化することにより、障害の解決の迅速化に役立ちます。

アプリケーションは、Java エージェントが有効なコンピュータで実行されている必要があります。チケットはアプリ
ケーション内で作成されます。チケットは、 ポータルに表示されます。

チケットには、タイトル、重大度レベル、および説明などの情報が含まれます。また、チケットには、対応するパスも含
まれます。パスは、基盤となるコンポーネントのアクションを示します。

チケット機能の無効化

この機能を有効にするため、Application Insight は、アプリケーションのユーザ インターフェースのコードに JavaScript
を挿入します。
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Application Insight が JavaScript を挿入しないようにするには、［キャプチャの有効化］プロパティをオフにします。こ
の変更を行うと、チケットの機能が動作しなくなります。

［キャプチャの有効化］プロパティは、 ポータルの［エージェント］ウィンドウから設定可能なエージェント プロパ
ティです。rules.xml ファイルのこのプロパティの名前は、lisa.agent.enable.capture です。

アプリケーションでのチケットの作成
この手順は、Java エージェントが有効なコンピュータでアプリケーションが実行されていると仮定します。

次の図は、チケット送信ダイアログ ボックスを示しています。

電子メール機能が動作するには、電子メール設定を設定する必要があります。

以前にアプリケーションのチケットを作成しており、その後に電子メール設定を設定する場合は、設定を有効にするため
にブラウザを再起動する必要があります。

HP ALM - Quality Center 機能を有効にするには、「HP ALM - Quality Center へのチケットの送信」を参照してくださ
い。

作業を開始する前に、 ポータルで、［設定］-［エージェント］ウィンドウを開き、HTTP サーバ プロトコルのキャプ
チャ レベルが［全データ］に設定されていることを確認します。チケット送信ダイアログ ボックスを開くために使用す
るブラウザが実行されている場合は、ブラウザを再起動します。

サポートされているブラウザと手順については、「スクリーン ショットをサポートするブラウザの設定」を参照してく
ださい。

以下の手順に従います。

1. Alt キーを押したまま、アプリケーション ウィンドウ内の任意の場所をクリックします。
チケット送信ダイアログ ボックスが表示されます。
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2. ［チケットの作成］をクリックします。
3. 以下の情報を入力します。

– タイトル： チケットのタイトル。
– 電子メール： 新しいチケットに関するメッセージはこの電子メール アドレスに送信されます。電子メール設定が
設定されている場合にのみ、このフィールドが表示されます。

– 外部の障害トラッキング番号
– 重大度： オプションは、［低］、［中］、［高］、および［クリティカル］です。
– 説明： このフィールドはオプションです。

4. キャプチャ時にアプリケーションのスクリーン ショットを追加する場合は、［スクリーンショットの作成］チェック
ボックスがオンになっていることを確認します。

NOTE
Java 7 Update 51 以降の場合、［スクリーンショットの作成］オプションを使用するには、Java セキュリ
ティを設定する必要があります。

Java 7 Update 51 以降のセキュリティを設定するには、以下の手順に従います。
a. ［Java コントロール パネル］を開き、［セキュリティ］タブをクリックします。
b. ［サイト リストの編集］をクリックし、「http://<machine name>:<port>」と入力します。
c. ［追加］をクリックして、［OK］をクリックします。

5. HP ALM - Quality Center にチケットを送信する機能が有効になっている場合は、［Quality Center で障害として処
理］チェック ボックスをオンにします。

6. ［サブミット］をクリックします。
7. HP ALM - Quality Center にチケットを送信する機能が有効になっている場合は、以下のアクションを実行します。

a. HP ALM - Quality Center のユーザ名、パスワード、ドメイン、およびプロジェクトを入力し、［保存］をクリッ
クします。

b. 追加の一連のフィールドが表示される場合は、必要な情報を入力し、［保存］をクリックします。
チケットが送信されたことを示すメッセージが表示されます。

8. ［チケットの管理］ウィンドウにチケットを表示するには、［チケットの管理］をクリックします。
9. ［閉じる］をクリックして、チケット送信ダイアログ ボックスを閉じます。
10.［ホーム］ページの［新しいチケット アラート］ポートレットにチケットを表示するには、［ホーム］ページの［リ
フレッシュ］をクリックします。

新しいチケット用の電子メール設定
チケットを作成すると、Application Insight が指定電子メール アドレスに電子メール通知を送信します。電子メールに
は、［チケットの管理］ウィンドウから［アクション］列の［共有リンク］をクリックしてアクセスできるチケットへの
リンクが含まれています。

チケットを作成する前に、ブローカの以下のプロパティを設定します。［設定］タブのこれらのプロパティにアクセスす
るには、［チケット］カテゴリを展開し、［電子メール］選択します。

以下のプロパティが表示されます。

• SMTP サーバ
電子メールの送信に使用する SMTP サーバの名前が含まれます。認証なしの接続によって電子メールを送信できる
サーバを使用する必要があります。

• 開始
電子メールに表示される送信者を指定します。

• サブジェクト
電子メールの件名を指定します。デフォルト値では、%1 という文字がチケットのタイトルに置き換えられます。

• ボディ
電子メールの本文を指定します。デフォルト値では、%1 という文字がチケットへのリンクに置き換えられます。
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HP ALM - Quality Center へのチケットの送信
チケットを作成するときに、チケットを HP ALM - Quality Center に送信するように指定できます。

HP ALM - Quality Center 11 がサポートされています。

この機能を有効にするには、HP ALM - Quality Center の設定プロパティを設定する必要があります。

HP ALM - Quality Center の設定プロパティの設定

Application Insight は、HP ALM - Quality Center インスタンスで、必要なフィールドをクエリします。これらのフィール
ドは、チケット送信ダイアログ ボックスに追加されます。

以下の手順に従います。

1. ［エージェント］ウィンドウを開きます。
2. 左側の部分で、ターゲット エージェントを選択します。
3. ［設定］タブをクリックします。
4. ［アプリケーション インサイト］カテゴリを展開し、［Quality Center］を選択します。
5. 以下のプロパティを設定します。

– QC host
HP ALM - Quality Center REST API の IP アドレスまたはホスト名。以下に例を示します。

172.24.255.255

– QC port
HP ALM - Quality Center REST API がリスンしているポート。以下に例を示します。

8080

6. https 接続の場合は、［SSL を使用］チェック ボックスをオンにします。
7. プロパティの変更を保存します。

キーストアの設定

https 接続の場合は、上記の手順で示すように［SSL を使用］チェック ボックスをオンにします。さらに、サーバ証明書
でキーストアを設定する必要があります。

HP ALM サーバに接続し、サーバ証明書をエクスポートします。この操作を実行する 1 つの方法は、Internet Explorer で
証明書のエクスポート ウィザードを使用することです。これによって、指定した名前のファイルが保存されます（たと
えば、HPQC.cer）。

ターゲット アプリケーション サーバを使用している JRE を検索します。次に、JRE （Java Runtime Environment）に
関連付けられているキーストアにサーバ証明書をインポートします。以下の例では、JRE に含まれている keytool ユー
ティリティを使用します。

keytool.exe -import -trustcacerts -alias ALMCERT -keystore "..\lib\security"\cacerts -file C:\HPQC.cer

ターゲット アプリケーションを再起動します。

チケットの管理
［チケットの管理］ウィンドウでは、キャプチャされ、Application Insight データベースに格納されたすべてのチケット
を表示できます。
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このページでは、チケットを管理する手順を説明します。

1. チケットの検索
2. トランザクションの不具合の識別
3. チケットの直接 URL の取得
4. チケットのトランザクションの表示
5. チケットのスクリーン ショットの表示
6. チケット情報の編集
7. チケットのアーティファクトの生成
8. チケットのドキュメントの生成

チケットの検索

［チケットの管理］ウィンドウから、チケットを検索して、テスト中に見つかった不具合を表示します。チケットは、日
付によって降順に表示されます。［チケットの管理］ウィンドウには、Application Insight データベースのチケットを検
索するための検索条件が含まれています。

以下の検索条件を使用してチケットを検索できます。

• レポータ - チケットを作成したユーザ
• ステータス - 新規、識別済み、またはクローズ
• 期間 - 分ごと、時間ごと、日ごと、およびすべての時間
• 詳細 - 開始日/終了日および開始時間/終了時間
• テキスト入力による検索

チケットの初期ステータスは［新規］です。チケット情報の編集時に、ステータスを［識別済み］または［クローズ］
に変更できます。更新されたチケットは、［ホーム］ページの［新しいチケット アラート］ポートレットに表示されま
す。

トランザクションの不具合の識別

チケットのトランザクションのフレームをマークして、不具合の原因を識別することができます。

［新規］のステータスのチケットのみ、識別できます。

チケットを識別する場合、フレームに赤いアイコンが付いており、パス グラフの背景が赤くなります。チケットは、
［ホーム］ページ ダッシュボードの［新しいチケット アラート］ポートレットから削除されます。

以下の図は、パス グラフで識別されているフレームを示しています。

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューで［アプリケーション インサイト］-［チケットの管理］を選択します。
［Manage Tickets］ウィンドウが表示されます。

2. ［アクション］列から［グラフィカル］

をクリックします。
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［Transactions］ダイアログ ボックスが開き、チケットのトランザクション パスが視覚的な表現で表示されます。
3. フレームをマークするには、フレームを右クリックし、［問題の識別 (チケット ステータスの更新)］を選択します。
［アクション］列でステータスが「新規」から「識別済み」に変更されます。

4. フレームのマークを解除するには、フレームを右クリックし、［問題の識別解除］を選択します。
［アクション］列でステータスが「識別済み」から「新規」に変更されます。

5. （オプション）［ホーム］ページ ダッシュボードに移動し、［リフレッシュ］をクリックして、［新しいチケット
アラート］ポートレットを更新します。

チケットの直接 URL の取得

既存のチケットを直接示している URL を取得できます。

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューで［アプリケーション インサイト］-［チケットの管理］を選択します。
［Manage Tickets］ウィンドウが表示されます。

2. チケットの共有リンク

をクリックします。
ケース URL が表示されます。

3. フィールドに表示される URL をコピーします。
4. 以下の方法により、チケットに直接移動できます。

– Web ブラウザに URL を入力する。
– リンクを強調表示し、右クリックして、［http://<URL> に移動］を選択する。

チケットのトランザクションの表示

パス グラフでは、各チケットの対応するトランザクションを表示できます。パスをペイロード データと一緒に表示し
て、不具合の原因を特定することができます。

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューで［アプリケーション インサイト］-［チケットの管理］を選択します。
［Manage Tickets］ウィンドウが表示されます。

2. ［アクション］列から［グラフィカ

ル］をクリックします。
トランザクションのパス グラフが表示されます。

3. トランザクションを確認します。
4. （オプション）フレームを右クリックし、以下のオプションから選択します。

– Identify Problem (Update Ticket Status)
– Generate All Artifacts
– Generate Document
– Unidentify Problem

チケットのスクリーン ショットの表示

キャプチャ時に得られた、アプリケーションのスクリーンショットを表示できます。

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューで［アプリケーション インサイト］-［チケットの管理］を選択します。
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［Manage Tickets］ウィンドウが表示されます。
2. ［アクション］列の［スクリーンショットの表示］をクリックします。
スクリーンショットが表示されます。

3. スクリーンショットを閉じるには、［X］をクリックします。

チケット情報の編集

［チケット エディタ］から既存のチケットの情報を変更できます。

以下の図は、［チケット エディタ］ダイアログ ボックスを示しています。

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューで［アプリケーション インサイト］-［チケットの管理］を選択します。
［チケットの管理］ウィンドウにチケットのリストが表示されます。

2. 編集するチケットの［アクション］列で［チケットの編集］をクリックします。
［チケット エディタ］ダイアログ ボックスが表示されます。

3. 適切なフィールドを編集して、［保存］をクリックします。
［チケットの管理］ウィンドウの上部に、チケットが正常に更新されたことを示すメッセージが表示されます。

NOTE
ステータスを［新規］から［識別済み］または［クローズ］に変更すると、チケットが［ホーム］ページ
ダッシュボードの［新しいチケット アラート］ポートレットから削除されます。

チケットのアーティファクトの生成

［チケットの管理］ウィンドウから、以下のアーティファクトを生成できます（該当する場合）。
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• ベースライン（展開されたベースラインのみサポートされている）
• 仮想サービス

生成されたアーティファクトは、［管理］メニュー オプションで選択されたプロジェクトに対して表示されます。以下
の図は、［チケットの管理］ウィンドウから Bank v5 プロジェクトで作成されたベースラインを示しています。

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューで［アプリケーション インサイト］-［チケットの管理］を選択します。
2. ［グラフィカル］ 

をクリックし、トランザクションを右クリックして［すべてのアーティファクトの生成］を選択します。
［すべてのアーティファクトの生成］ダイアログ ボックスが表示されます。

3. 変更するアーティファクトのタイプを選択し、［生成］をクリックします。
オプションを設定する場合は、［すべてのアーティファクトの生成］ダイアログ ボックスから［詳細］をクリックし
ます。

4. ［プロジェクトを選択］ダイアログ ボックスで、ドロップダウン リストからプロジェクトを選択し、［生成］をク
リックします。
確認ダイアログが表示されます。

5. ［OK］をクリックします。

チケットのドキュメントの生成

［チケットの管理］ウィンドウからチケットの PDF レポートを作成できます。トランザクションのエージェントの境界
は、レポートの最後の［トランザクションの詳細情報］セクションに表示されます。

以下の手順に従います。

1. 左側のナビゲーション メニューで［アプリケーション インサイト］-［チケットの管理］を選択します。
2. ［グラフィカル］

をクリックします。
3. トランザクションを右クリックして［ドキュメントの生成］を選択します。
［レポートのタイトル］ダイアログ ボックスが表示されます。

4. タイトルを入力して、［OK］をクリックします。
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個別のブラウザでレポートが表示されます。
5. 保存するには、ブラウザの右下にあるメニュー バーから［保存］をクリックし、タイトルを入力して［OK］をク
リックします。

6. 印刷するには、ブラウザの右下にあるメニュー バーから［印刷］をクリックします。

スクリーン ショットをサポートするブラウザの設定
インターネット ブラウザは、Alt + クリック方式を使用してチケットを作成する場合に、スクリーン ショットをサポート
するように設定する必要があります。ブラウザを他の JRE バージョンからブロックするセキュリティの問題を回避する
ため、JRE の最新のバージョンをインストールする必要があります。

以下のブラウザがサポートされています。

• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Internet Explorer 11

以下の手順に従います。

1. JRE の最新バージョンをインストールします。
2. Windows コントロール パネルで、Java コントロール パネルを起動し、［プログラム］-［Java］を選択します。
3. ［セキュリティ］タブで、 Java エージェントの Web サイトが［例外サイト］リストに表示されていることを確認し
ます。

4. ［セキュリティの復元］オプションを選択します。
5. Google Chrome を使用する場合、以下の手順を実行することによって、Java 用の NAPI プラグインを有効にする必
要があります。
a. Google Chrome で、「chrome://plugins」と入力します。
b. Java(TM) に対して、［有効にする］および［常に実行を許可する］を選択します。

仮想サービスの作成
Application Insight 機能では、Application Insight データベースのトランザクションから仮想サービスを作成できます。

NOTE

• この機能には、個別のライセンスが必要です。
• サービス仮想化の詳細については、「CA Service Virtualization の使用」を参照してください。

トランザクションを生成する場合、適切なプロトコルのキャプチャ レベルが［全データ］に設定されていることを確認
します。

仮想サービスは、以下の方法を使用して作成できます。

• ポータルの［トランザクションの分析］ウィンドウ
• ポータルの［トランザクションの文書化］ウィンドウ
• Application Insight コマンドライン ツール

このセクションの手順では、［トランザクションの分析］ウィンドウで、シェルフを使用して仮想サービスを作成する方
法について説明します。

カテゴリが「GUI」のトランザクション フレームの仮想サービスを作成することはできません。

仮想サービスを作成する場合のトランザクションの統合

同じカテゴリのトランザクションの仮想サービスを作成すると、Application Insight は 1 つのカテゴリあたり 1 つの仮想
サービスに、トランザクションを統合します。たとえば、3 つの Web HTTP トランザクションがシェルフに追加された
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場合、1 つの仮想サービスのみが作成されます。シェルフの仮想サービスに統合されたトランザクションすべてを表示で
きます。単一およびマージされたトランザクションのみを統合できます。すべての発生したトランザクション フレーム
は、統合できません。

すべてのトランザクションが 1 つの仮想サービスに統合される場合、統合された仮想サービス名はカテゴリ名です。

1 つのエージェントのすべてのカテゴリ フレームが統合された場合、仮想サービス名には、カテゴリおよびエージェン
トが使用されます。

1 つの仮想サービスに対する統合フレームを表示するに

は、
をクリックして

をクリックします。フレームの順序を変更するには、ドラッグ アンド ドロップによって、リスト内を上下に移動させま
す。

NOTE
仮想サービスを作成する前に、統合された任意の Web HTTP トランザクションを削除するオプションがありま
す。

仮想サービス作成時の統合では、以下のプロトコルがサポートされています。

• REST： 1 つの仮想サービス
• すべての SOAP： 1 つの仮想サービス
• すべての HTTP： 1 つの仮想サービス
• EJB： 1 つのエージェント当たり 1 つの仮想サービス
• JDBC： 1 つのエージェント当たり 1 つの仮想サービス
• JCA： 1 つのエージェント当たり 1 つの仮想サービス
• TIBCO： 1 つのエージェント当たり 1 つの仮想サービス

NOTE
JMS、WebSphere MQ、および SAP プロトコルはサポートされていません。

CICS トランザクションからの仮想サービスの作成
CICS トランザクションから仮想サービスを作成する場合は、CICS プロトコルのキャプチャ レベルが［全データ］に設
定されていることを確認します。キャプチャ レベルの設定に関する詳細については、「キャプチャ レベルの設定」を参
照してください。

VRS ファイルまたは Copybook バンドル ファイルを使用して仮想サービスを作成します。詳細については、「CICS
Copybook データ プロトコル」および「Copybook バンドルの作成」を参照してください。

1 つ以上の CICS オブジェクト フレームが含まれるトランザクションから仮想サービスを作成するには、以下の手順を
使用します。

以下のビデオでは、CICS トランザクションから仮想サービスを作成する例を示します。

  

以下の手順に従います。

1. CICS トランザクション フレームをシェルフに追加します。
2. シェルフを開

き、
をクリックします。
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3. デフォルトの名前を変更するには、名前を選択し、編集してから

をクリックして保存します。
4. ［"一致なし" をレポート］および［仮想サービスをバイパス］オプションが使用可能な場合、不明な要求に対する応
答を設定します。 

5. （オプション）仮想サービスの作成に必要なカスタム データ プロトコルまたはデータ プロトコルのチェーンがある
場合、仮想サービスを生成する際に、既存の VRS ファイルを参照し、適用することができます。［選択］をクリッ
クし、ファイルを選択します。

6. Copybook バンドル ファイルを使用するには、以下の手順を実行します。
a. ［Copybook バンドルを使用］を選択し、下矢印をクリックしてファイルを選択します。
b. ドロップダウン リストからエンコーディング オプションを選択します。

7. （オプション）統合されたフレームを表示および管理するには、以下の手順に従います。
a. ［フレームのリスト］をクリックして、フレームを表示します。
右側のペインにフレームがリスト表示されます。

b. フレームをリスト内で上下にドラッグ アンド ドロップすると、順序を変更できます。
c. X をクリックして［続行］をクリックすると、リストからフレームが削除されます。

8. ［Next］をクリックします。
9. 仮想サービスが作成されるプロジェクトを選択し、名前のプレフィックスを編集します（オプション）。デフォルト
のプレフィックスは、ユーザ名です。

10.以下のいずれかの手順を実行します。
– 仮想サービスのみを作成するには、［作成］を選択します。
– 仮想サービスを作成して展開するには、［作成および展開］を選択し、［グループ タグ］および［反応時間ス
ケール］を入力します。

11.仮想サービスの作成後にシェルフのトランザクションを保持または削除するオプションを選択し、［終了］をクリッ
クします。
［進行中のジョブ］ダイアログ ボックスが開きます。

12.以下の手順を実行するには、ツールヒントをポイントします。
– 仮想サービスおよびエラー メッセージに関する情報を確認します。
– 仮想サービスまたは展開に移動するリンクを選択します。
 

EJB トランザクションからの仮想サービスの作成
Application Insight データベースの EJB トランザクションのセットから仮想サービスを作成するには、以下の手順を使用
します。

同じ EJB のメソッドがすべて仮想化されます。

仮想サービスには、不明な会話型要求および不明なステートレス 要求に対して送信される応答が含まれます。仮想サー
ビスを作成する場合は、これらの応答のボディを設定するために以下のオプションが使用可能である場合があります。

• "一致なし" をレポート
仮想化されたアプリケーションで例外を発生させます。

• 仮想サービスをバイパス
クラスおよびメソッドがまったく仮想化されなかったように、元の要求がそのまま通過できます。

 

以下の手順に従います。

1. EJB トランザクション フレームをシェルフに追加します。
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2. シェルフを開

き、
をクリックします。

3. デフォルトの名前を変更するには、名前を選択し、編集してから

をクリックして保存します。
4. ［"一致なし" をレポート］および［仮想サービスをバイパス］オプションが使用可能な場合、不明な要求に対する応
答を設定します。

5. ［すべてのトランザクションをステートレスとして処理］チェック ボックスが編集可能で、仮想サービスにステート
レス トランザクションのみを含める場合は、このチェック ボックスがオンになっていることを確認します。

6. （オプション）仮想サービスの作成に必要なカスタム データ プロトコルまたはデータ プロトコルのチェーンがある
場合、仮想サービスを生成する際に、既存の VRS ファイルを参照し、適用することができます。［選択］をクリッ
クし、ファイルを選択します。

7. （オプション）統合されたフレームを表示および管理するには、以下の手順に従います。
a. ［フレームのリスト］

をクリックして、フレームを表示します。
右側のペインにフレームがリスト表示されます。REST、Web HTTP、および Web サービスのフレームでは、プ
ロトコル、メソッド、およびパス情報が表示されます。その他のすべてのフレームでは、カテゴリおよび操作の
情報が表示されます。JDBC のすべてのフレームには、SQL アクティビティという名前が付いています。SQL 情
報を表示するには、JDBC フレーム上にマウス ポインタを置きます。

b. フレームをリスト内で上下にドラッグ アンド ドロップすると、順序を変更できます。
c. X をクリックして［続行］をクリックすると、リストからフレームが削除されます。

8. ［Next］をクリックします。
9. 仮想サービスが作成されるプロジェクトを選択し、名前のプレフィックスを編集します（オプション）。デフォルト
のプレフィックスは、ユーザ名です。

10.以下のいずれかの手順を実行します。
– 仮想サービスのみを作成するには、［作成］を選択します。
– 仮想サービスを作成して展開するには、［作成および展開］を選択し、［グループ タグ］および［反応時間ス
ケール］を入力します。

11.仮想サービスの作成後にシェルフのトランザクションを保持または削除するオプションを選択し、［終了］をクリッ
クします。
［進行中のジョブ］ダイアログ ボックスが開きます。

12.以下の手順を実行するには、ツールヒントをポイントします。
– 仮想サービスおよびエラー メッセージに関する情報を確認します。
– 仮想サービスまたは展開に移動するリンクを選択します。

NOTE
統合されたトランザクションの詳細については、「仮想サービスの作成」を参照してください。

例： EJB ユーザ制御ビーン

以下の図は、EJB フレームが含まれるパス グラフを示しています。「発生したトランザクションをすべてシェルフに追
加する」アクションが、いずれかの getUser() フレームに適用されています。
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以下の図は、生成されたサービス イメージを示しています。このサービス イメージには、ステートレス トランザクショ
ンが含まれます。複数のメソッドが仮想化されることに注意してください。

  

仮想サービス モデルでは、仮想 Java リスナ ステップにはエージェント名および EJB 名が含まれます。
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Java トランザクションからの仮想サービスの作成
Java トランザクションから仮想サービスを作成する場合は、Java プロトコルのキャプチャのレベルが［全データ］に設
定されていることを確認します。キャプチャ レベルの設定に関する詳細については、「キャプチャ レベルの設定」を参
照してください。

1 つまたは複数の Java オブジェクト フレームが含まれるトランザクションから仮想サービスを作成するには、以下の手
順を使用します。

仮想サービスには、不明な会話型要求および不明なステートレス 要求に対して送信される応答が含まれます。仮想サー
ビスを作成する場合は、これらの応答のボディを設定するために以下のオプションが使用可能である場合があります。

• "一致なし" をレポート
仮想化されたアプリケーションで例外を発生させます。

• 仮想サービスをバイパス
クラスおよびメソッドがまったく仮想化されなかったように、元の要求がそのまま通過できます。

以下の手順に従います。

1. Java トランザクション フレームをシェルフに追加します。
2. シェルフを開

き、
をクリックします。

3. デフォルトの名前を変更するには、名前を選択し、編集してから

をクリックして保存します。
4. ［"一致なし" をレポート］および［仮想サービスをバイパス］オプションが使用可能な場合、不明な要求に対する応
答を設定します。 

5. ［すべてのトランザクションをステートレスとして処理］チェック ボックスが編集可能で、仮想サービスにステート
レス トランザクションのみを含める場合は、このチェック ボックスがオンになっていることを確認します。 

6. （オプション）仮想サービスの作成に必要なカスタム データ プロトコルまたはデータ プロトコルのチェーンがある
場合、仮想サービスを生成する際に、既存の VRS ファイルを参照し、適用することができます。［選択］をクリッ
クし、ファイルを選択します。 

7. （オプション）統合されたフレームを表示および管理するには、以下の手順に従います。
a. ［フレームのリスト］

をクリックして、フレームを表示します。
右側のペインにフレームがリスト表示されます。REST、Web HTTP、および Web サービスのフレームでは、プ
ロトコル、メソッド、およびパス情報が表示されます。その他のすべてのフレームでは、カテゴリおよび操作の
情報が表示されます。JDBC のすべてのフレームには、SQL アクティビティという名前が付いています。SQL 情
報を表示するには、JDBC フレーム上にマウス ポインタを置きます。

b. フレームをリスト内で上下にドラッグ アンド ドロップすると、順序を変更できます。
c. X をクリックして［続行］をクリックすると、リストからフレームが削除されます。

8. ［次へ］をクリックします。
9. 仮想サービスが作成されるプロジェクトを選択し、名前のプレフィックスを編集します（オプション）。デフォルト
のプレフィックスは、ユーザ名です。

10.以下のいずれかの手順を実行します。
– 仮想サービスのみを作成するには、［作成］を選択します。
– 仮想サービスを作成して展開するには、［作成および展開］を選択し、［グループ タグ］および［反応時間ス
ケール］を入力します。
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11.仮想サービスの作成後にシェルフのトランザクションを保持または削除するオプションを選択し、［終了］をクリッ
クします。
［進行中のジョブ］ダイアログ ボックスが開きます。

12.以下の手順を実行するには、ツールヒントをポイントします。
– 仮想サービスおよびエラー メッセージに関する情報を確認します。
– 仮想サービスまたは展開に移動するリンクを選択します。
 

JCA トランザクションからの仮想サービスの作成
Application Insight データベースの JCA トランザクションのセットから仮想サービスを作成するには、以下の手順に従い
ます。

仮想サービスには、不明な会話型要求および不明なステートレス 要求に対して送信される応答が含まれます。仮想サー
ビスを作成する場合は、これらの応答のボディを設定するために以下のオプションが使用可能である場合があります。

• "一致なし" をレポート
仮想化されたアプリケーションで例外を発生させます。

• 仮想サービスをバイパス
クラスおよびメソッドがまったく仮想化されなかったように、元の要求がそのまま通過できます。

 

以下の手順に従います。

1. JCA トランザクション フレームをシェルフに追加します。
2. シェルフを開

き、
をクリックします。

3. デフォルトの名前を変更するには、名前を選択し、編集してから

をクリックして保存します。
4. ［"一致なし" をレポート］および［仮想サービスをバイパス］オプションが使用可能な場合、不明な要求に対する応
答を設定します。

5. ［すべてのトランザクションをステートレスとして処理］チェック ボックスが編集可能で、仮想サービスにステート
レス トランザクションのみを含める場合は、このチェック ボックスがオンになっていることを確認します。

6. （オプション）仮想サービスの作成に必要なカスタム データ プロトコルまたはデータ プロトコルのチェーンがある
場合、仮想サービスを生成する際に、既存の VRS ファイルを参照し、適用することができます。［選択］をクリッ
クし、ファイルを選択します。

7. （オプション）統合されたフレームを表示および管理するには、以下の手順に従います。
a. ［フレームのリスト］

をクリックして、フレームを表示します。
右側のペインにフレームがリスト表示されます。REST、Web HTTP、および Web サービスのフレームでは、プ
ロトコル、メソッド、およびパス情報が表示されます。その他のすべてのフレームでは、カテゴリおよび操作の
情報が表示されます。JDBC のすべてのフレームには、SQL アクティビティという名前が付いています。SQL 情
報を表示するには、JDBC フレーム上にマウス ポインタを置きます。

b. フレームをリスト内で上下にドラッグ アンド ドロップすると、順序を変更できます。
c. X をクリックして［続行］をクリックすると、リストからフレームが削除されます。

8. ［Next］をクリックします。
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9. 仮想サービスが作成されるプロジェクトを選択し、名前のプレフィックスを編集します（オプション）。デフォルト
のプレフィックスは、ユーザ名です。

10.以下のいずれかの手順を実行します。
– 仮想サービスのみを作成するには、［作成］を選択します。
– 仮想サービスを作成して展開するには、［作成および展開］を選択し、［グループ タグ］および［反応時間ス
ケール］を入力します。

11.仮想サービスの作成後にシェルフのトランザクションを保持または削除するオプションを選択し、［終了］をクリッ
クします。
［進行中のジョブ］ダイアログ ボックスが開きます。

12.以下の手順を実行するには、ツールヒントをポイントします。
– 仮想サービスおよびエラー メッセージに関する情報を確認します。
– 仮想サービスまたは展開に移動するリンクを選択します。

NOTE
統合されたトランザクションの詳細については、「仮想サービスの作成」を参照してください。

JDBC トランザクションからの仮想サービスの作成
Application Insight データベースの JDBC トランザクションのセットから仮想サービスを作成するには、以下の手順に従
います。

仮想サービスには、不明な会話型要求および不明なステートレス 要求に対して送信される応答が含まれます。仮想サー
ビスを作成する場合は、これらの応答のボディを設定するために以下のオプションが使用可能である場合があります。

• "一致なし" をレポート
仮想化されたアプリケーションで例外を発生させます。

• 仮想サービスをバイパス
クラスおよびメソッドがまったく仮想化されなかったように、元の要求がそのまま通過できます。

 

以下の手順に従います。

1. JDBC トランザクション フレームをシェルフに追加します。
2. シェルフを開

き、
をクリックします。

3. デフォルトの名前を変更するには、名前を選択し、編集してから

をクリックして保存します。
4. ［"一致なし" をレポート］および［仮想サービスをバイパス］オプションが使用可能な場合、不明な要求に対する応
答を設定します。

5. ［すべてのトランザクションをステートレスとして処理］チェック ボックスが編集可能で、仮想サービスにステート
レス トランザクションのみを含める場合は、このチェック ボックスがオンになっていることを確認します。

6. （オプション）仮想サービスの作成に必要なカスタム データ プロトコルまたはデータ プロトコルのチェーンがある
場合、仮想サービスを生成する際に、既存の VRS ファイルを参照し、適用することができます。［選択］をクリッ
クし、ファイルを選択します。

7. （オプション）統合されたフレームを表示および管理するには、以下の手順に従います。
a. ［フレームのリスト］

をクリックして、フレームを表示します。
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右側のペインにフレームがリスト表示されます。REST、Web HTTP、および Web サービスのフレームでは、プ
ロトコル、メソッド、およびパス情報が表示されます。その他のすべてのフレームでは、カテゴリおよび操作の
情報が表示されます。JDBC のすべてのフレームには、SQL アクティビティという名前が付いています。SQL 情
報を表示するには、JDBC フレーム上にマウス ポインタを置きます。

b. フレームをリスト内で上下にドラッグ アンド ドロップすると、順序を変更できます。
c. X をクリックして［続行］をクリックすると、リストからフレームが削除されます。

8. ［Next］をクリックします。
9. 仮想サービスが作成されるプロジェクトを選択し、名前のプレフィックスを編集します（オプション）。デフォルト
のプレフィックスは、ユーザ名です。

10.以下のいずれかの手順を実行します。
– 仮想サービスのみを作成するには、［作成］を選択します。
– 仮想サービスを作成して展開するには、［作成および展開］を選択し、［グループ タグ］および［反応時間ス
ケール］を入力します。

11.仮想サービスの作成後にシェルフのトランザクションを保持または削除するオプションを選択し、［終了］をクリッ
クします。
［進行中のジョブ］ダイアログ ボックスが開きます。

12.以下の手順を実行するには、ツールヒントをポイントします。
– 仮想サービスおよびエラー メッセージに関する情報を確認します。
– 仮想サービスまたは展開に移動するリンクを選択します。

NOTE
統合されたトランザクションの詳細については、「仮想サービスの作成」を参照してください。

JMS トランザクションからの仮想サービスの作成
Application Insight データベースの JMS トランザクションのセットから仮想サービスを作成するには、以下の手順に従い
ます。

NOTE
この機能は、JMS 接続ファクトリを取得するために JNDI が使用される設定に対してサポートされています。
この機能は、JMS 接続ファクトリを取得するために IBM WebSphere MQ から直接 API が使用される設定に対
してもサポートされています。

以下の手順に従います。

1. JMS トランザクション フレームをシェルフに追加します。必ず、JMS トランザクションの開始に対応するフレーム
を選択してください。応答フレームを選択しないでください。

2. シェルフを開

き、
をクリックします。

3. デフォルトの名前を変更するには、名前を選択し、編集してから

をクリックして保存します。
4. ［すべてのトランザクションをステートレスとして処理］チェック ボックスが編集可能で、仮想サービスにステート
レス トランザクションのみを含める場合は、このチェック ボックスがオンになっていることを確認します。 

5. （オプション）仮想サービスの作成に必要なカスタム データ プロトコルまたはデータ プロトコルのチェーンがある
場合、仮想サービスを生成する際に、既存の VRS ファイルを参照し、適用することができます。［選択］をクリッ
クし、ファイルを選択します。 
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6. （オプション）統合されたフレームを表示および管理するには、以下の手順に従います。
a. ［フレームのリスト］

をクリックして、フレームを表示します。
右側のペインにフレームがリスト表示されます。REST、Web HTTP、および Web サービスのフレームでは、プ
ロトコル、メソッド、およびパス情報が表示されます。その他のすべてのフレームでは、カテゴリおよび操作の
情報が表示されます。JDBC のすべてのフレームには、SQL アクティビティという名前が付いています。SQL 情
報を表示するには、JDBC フレーム上にマウス ポインタを置きます。

b. フレームをリスト内で上下にドラッグ アンド ドロップすると、順序を変更できます。
c. X をクリックして［続行］をクリックすると、リストからフレームが削除されます。

7. ［Next］をクリックします。
8. 仮想サービスが作成されるプロジェクトを選択し、名前のプレフィックスを編集します（オプション）。デフォルト
のプレフィックスは、ユーザ名です。

9. 以下のいずれかの手順を実行します。
– 仮想サービスのみを作成するには、［作成］を選択します。
– 仮想サービスを作成して展開するには、［作成および展開］を選択し、［グループ タグ］および［反応時間ス
ケール］を入力します。

10.仮想サービスの作成後にシェルフのトランザクションを保持または削除するオプションを選択し、［終了］をクリッ
クします。
［進行中のジョブ］ダイアログ ボックスが開きます。

11.以下の手順を実行するには、ツールヒントをポイントします。
– 仮想サービスおよびエラー メッセージに関する情報を確認します。
– 仮想サービスまたは展開に移動するリンクを選択します。
 

REST トランザクションからの仮想サービスの作成
Application Insight データベースの REST トランザクションのセットから仮想サービスを作成するには、以下の手順に従
います。

以下の手順に従います。

1. REST トランザクション フレームをシェルフに追加します。
2. シェルフを開

き、
をクリックします。

3. デフォルトの名前を変更するには、名前を選択し、編集してから

をクリックして保存します。
4. ［すべてのトランザクションをステートレスとして処理］チェック ボックスが編集可能で、仮想サービスにステート
レス トランザクションのみを含める場合は、このチェック ボックスがオンになっていることを確認します。 

5. （オプション）仮想サービスの作成に必要なカスタム データ プロトコルまたはデータ プロトコルのチェーンがある
場合、仮想サービスを生成する際に、既存の VRS ファイルを参照し、適用することができます。［選択］をクリッ
クし、ファイルを選択します。  
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6. （オプション）統合されたフレームを表示および管理するには、以下の手順に従います。
a. ［フレームのリスト］

をクリックして、フレームを表示します。
右側のペインにフレームがリスト表示されます。REST、Web HTTP、および Web サービスのフレームでは、プ
ロトコル、メソッド、およびパス情報が表示されます。その他のすべてのフレームでは、カテゴリおよび操作の
情報が表示されます。JDBC のすべてのフレームには、SQL アクティビティという名前が付いています。SQL 情
報を表示するには、JDBC フレーム上にマウス ポインタを置きます。

b. フレームをリスト内で上下にドラッグ アンド ドロップすると、順序を変更できます。
c. X をクリックして［続行］をクリックすると、リストからフレームが削除されます。

7. ［Next］をクリックします。
8. 仮想サービスが作成されるプロジェクトを選択し、名前のプレフィックスを編集します（オプション）。デフォルト
のプレフィックスは、ユーザ名です。

9. 以下のいずれかの手順を実行します。
– 仮想サービスのみを作成するには、［作成］を選択します。
– 仮想サービスを作成して展開するには、［作成および展開］を選択し、［グループ タグ］および［反応時間ス
ケール］を入力します。

10.仮想サービスの作成後にシェルフのトランザクションを保持または削除するオプションを選択し、［終了］をクリッ
クします。
［進行中のジョブ］ダイアログ ボックスが開きます。

11.以下の手順を実行するには、ツールヒントをポイントします。
– 仮想サービスおよびエラー メッセージに関する情報を確認します。
– 仮想サービスまたは展開に移動するリンクを選択します。

NOTE
統合されたトランザクションの詳細については、「仮想サービスの作成」を参照してください。

RMI トランザクションからの仮想サービスの作成
Application Insight データベースの RMI トランザクションのセットから仮想サービスを作成するには、以下の手順に従い
ます。

仮想サービスには、不明な会話型要求および不明なステートレス 要求に対して送信される応答が含まれます。仮想サー
ビスを作成する場合は、これらの応答のボディを設定するために以下のオプションが使用可能である場合があります。

• "一致なし" をレポート
仮想化されたアプリケーションで例外を発生させます。

• 仮想サービスをバイパス
クラスおよびメソッドがまったく仮想化されなかったように、元の要求がそのまま通過できます。

以下の手順に従います。

1. RMI トランザクション フレームをシェルフに追加します。
2. シェルフを開

き、
をクリックします。

3. デフォルトの名前を変更するには、名前を選択し、編集してから

をクリックして保存します。
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4. ［"一致なし" をレポート］および［仮想サービスをバイパス］オプションが使用可能な場合、不明な要求に対する応
答を設定します。

5. ［すべてのトランザクションをステートレスとして処理］チェック ボックスが編集可能で、仮想サービスにステート
レス トランザクションのみを含める場合は、このチェック ボックスがオンになっていることを確認します。

6. （オプション）仮想サービスの作成に必要なカスタム データ プロトコルまたはデータ プロトコルのチェーンがある
場合、仮想サービスを生成する際に、既存の VRS ファイルを参照し、適用することができます。［選択］をクリッ
クし、ファイルを選択します。 

7. （オプション）統合されたフレームを表示および管理するには、以下の手順に従います。
a. ［フレームのリスト］

をクリックして、フレームを表示します。
右側のペインにフレームがリスト表示されます。REST、Web HTTP、および Web サービスのフレームでは、プ
ロトコル、メソッド、およびパス情報が表示されます。その他のすべてのフレームでは、カテゴリおよび操作の
情報が表示されます。JDBC のすべてのフレームには、SQL アクティビティという名前が付いています。SQL 情
報を表示するには、JDBC フレーム上にマウス ポインタを置きます。

b. フレームをリスト内で上下にドラッグ アンド ドロップすると、順序を変更できます。
c. X をクリックして［続行］をクリックすると、リストからフレームが削除されます。

8. ［Next］をクリックします。
9. 仮想サービスが作成されるプロジェクトを選択し、名前のプレフィックスを編集します（オプション）。デフォルト
のプレフィックスは、ユーザ名です。

10.以下のいずれかの手順を実行します。
– 仮想サービスのみを作成するには、［作成］を選択します。
– 仮想サービスを作成して展開するには、［作成および展開］を選択し、［グループ タグ］および［反応時間ス
ケール］を入力します。

11.仮想サービスの作成後にシェルフのトランザクションを保持または削除するオプションを選択し、［終了］をクリッ
クします。
［進行中のジョブ］ダイアログ ボックスが開きます。

12.以下の手順を実行するには、ツールヒントをポイントします。
– 仮想サービスおよびエラー メッセージに関する情報を確認します。
– 仮想サービスまたは展開に移動するリンクを選択します。

NOTE
統合されたトランザクションの詳細については、「仮想サービスの作成」を参照してください。

SAP ERPConnect トランザクションからの仮想サービスの作成
ERPConnect は、.NET アプリケーションから SAP と対話できるライブラリです。

Application Insight データベース内の ERPConnect トランザクションのセットから仮想サービスを作成できます。

一般的な手順は以下のとおりです。

1. エージェント ファイルをインストールして設定します。
2. .NET アプリケーションを実行します。
3. 仮想化アーティファクトを生成します。
4. 仮想サービスを展開します。

NOTE

• ERPConnect は DevTest Solutions に含まれていません。
• 仮想サービスの展開については、「CA Service Virtualization の使用」を参照してください。
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SAP ERPConnect のエージェント ファイルのインストールおよび設定

SAP ERPConnect のエージェント ファイルのインストールおよび設定を行うには、以下の手順に従います。

.NET Framework の以下のバージョンがサポートされています。

• .NET 2.0 Framework, v2.0.50727
• .NET 3.0 Framework, v3.0.4506
• .NET 3.5 Framework, v3.5.21022

開始する前に、Visual Studio 2012 Update 4 の Visual C++ 再頒布可能パッケージをインストールします。現時点で
は、Microsoft の Web サイトからこのコンポーネントを入手できます。

手順は、以下のどの .NET アプリケーションを使用しているかによって異なります。

• インターネット インフォメーション サービス（IIS）サーバで実行されている .NET アプリケーション
• スタンドアロン .NET アプリケーション

IIS サーバで実行されている .NET アプリケーションを使用している場合に SAP ERPConnect のエージェント ファイル
をインストールおよび設定する方法

1. 以下のファイルを LISA_HOME\agent ディレクトリから IIS サーバが配置されているコンピュータ上のディレクトリ
にコピーします。
– LisaAgent.dll
– NativeAgent32.dll
– NativeAgent64.dll
– LisaAgentLauncher.exe

2. ファイルをコピーしたディレクトリからコマンド プロンプトを開きます。
3. 以下のコマンドを実行します。

LisaAgentLauncher.exe /i

エージェント ファイルがそのコンピュータで登録されます。
4. 以下のコマンドを実行します。

LisaAgentLauncher.exe /iis /name <agent-name> /url tcp://<broker-host>:<broker-port>

ドメインを指定するには、/domain オプションを追加します。
5. IIS のワーカ プロセスが開始されると、エージェントが有効になります。

スタンドアロン .NET アプリケーションを使用している場合に SAP ERPConnect のエージェント ファイルをインス
トールおよび設定する方法

1. 以下のファイルを LISA_HOME\agent ディレクトリから .NET アプリケーションの実行可能ファイルが含まれるディ
レクトリにコピーします。
– LisaAgent.dll
– NativeAgent32.dll
– NativeAgent64.dll
– LisaAgentLauncher.exe

2. ファイルをコピーしたディレクトリからコマンド プロンプトを開きます。
3. 以下のコマンドを実行します。

LisaAgentLauncher.exe /i
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エージェント ファイルがそのコンピュータで登録されます。
4. 以下のように環境変数を設定します。

set COR_PROFILER={BEB45448-91FA-4A7C-BF9A-68AA889DC873}

set COR_ENABLE_PROFILING=1

set COR_LISA_AGENT=name=<agent-name>

5. .NET アプリケーションを再起動します。

SAP ERPConnect 仮想化アーティファクトの生成

Application Insight データベースの ERPConnect トランザクションのセットから仮想サービスを作成するには、以下の手
順に従います。

仮想サービスには、不明な会話型要求および不明なステートレス 要求に対して送信される応答が含まれます。仮想サー
ビスを作成する場合は、これらの応答のボディを設定するために以下のオプションが使用可能である場合があります。

• "一致なし" をレポート
仮想化されたアプリケーションで例外を発生させます。

• 仮想サービスをバイパス
クラスおよびメソッドがまったく仮想化されなかったように、元の要求がそのまま通過できます。

 

以下の手順に従います。

1. SAP トランザクション フレームをシェルフに追加します。
2. シェルフを開

き、
をクリックします。

3. デフォルトの名前を変更するには、名前を選択し、編集してから

をクリックして保存します。
4. ［"一致なし" をレポート］および［仮想サービスをバイパス］オプションが使用可能な場合、不明な要求に対する応
答を設定します。

5. ［すべてのトランザクションをステートレスとして処理］チェック ボックスが編集可能で、仮想サービスにステート
レス トランザクションのみを含める場合は、このチェック ボックスがオンになっていることを確認します。

6. （オプション）仮想サービスの作成に必要なカスタム データ プロトコルまたはデータ プロトコルのチェーンがある
場合、仮想サービスを生成する際に、既存の VRS ファイルを参照し、適用することができます。［選択］をクリッ
クし、ファイルを選択します。 

7. ［Next］をクリックします。
8. 仮想サービスが作成されるプロジェクトを選択し、名前のプレフィックスを編集します（オプション）。デフォルト
のプレフィックスは、ユーザ名です。

9. 以下のいずれかの手順を実行します。
– 仮想サービスのみを作成するには、［作成］を選択します。
– 仮想サービスを作成して展開するには、［作成および展開］を選択し、［グループ タグ］および［反応時間ス
ケール］を入力します。

10.仮想サービスの作成後にシェルフのトランザクションを保持または削除するオプションを選択し、［終了］をクリッ
クします。
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［進行中のジョブ］ダイアログ ボックスが開きます。
11.以下の手順を実行するには、ツールヒントをポイントします。

– 仮想サービスおよびエラー メッセージに関する情報を確認します。
– 仮想サービスまたは展開に移動するリンクを選択します。
 

SAP IDoc トランザクションからの仮想サービスの作成
SAP IDoc トランザクションから、仮想サービスを作成できます。

以下の図は、レコーディング段階のアーキテクチャを示しています。 Java エージェントは Java アプリケーションに対
して設定されます。Java アプリケーションは SAP システムに IDoc メッセージを送信します。エージェントは、メソッ
ド コールを監視し、 ポータルで表示可能な対応するパスを生成します。

ステートフルな会話はサポートされていません。

エージェントを SAP システムにインストールおよび設定する必要はありません。

レコーディング段階の後、仮想化アーティファクトを生成し、仮想サービスを展開します。

NOTE
エージェントのインストールおよび設定については、「エージェント」を参照してください。仮想サービスの
展開については、「CA Service Virtualization の使用」を参照してください。

SAP 接続のトラブルシューティングについては、 コミュニティから「SAP Connectivity Troubleshooting」を参照してく
ださい。
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SAP IDoc 仮想化アーティファクトの生成

SAP IDoc 仮想化アーティファクトを生成するには、以下の手順に従います。

仮想サービスには、不明な会話型要求および不明なステートレス 要求に対して送信される応答が含まれます。仮想サー
ビスを作成する場合は、これらの応答のボディを設定するために以下のオプションが使用可能である場合があります。

• "一致なし" をレポート
仮想化されたアプリケーションで例外を発生させます。

• 仮想サービスをバイパス
クラスおよびメソッドがまったく仮想化されなかったように、元の要求がそのまま通過できます。

 

以下の手順に従います。

1. SAP トランザクション フレームをシェルフに追加します。
2. シェルフを開

き、
をクリックします。

3. デフォルトの名前を変更するには、名前を選択し、編集してから

をクリックして保存します。
4. ［"一致なし" をレポート］および［仮想サービスをバイパス］オプションが使用可能な場合、不明な要求に対する応
答を設定します。

5. ［すべてのトランザクションをステートレスとして処理］チェック ボックスが編集可能で、仮想サービスにステート
レス トランザクションのみを含める場合は、このチェック ボックスがオンになっていることを確認します。

6. （オプション）仮想サービスの作成に必要なカスタム データ プロトコルまたはデータ プロトコルのチェーンがある
場合、仮想サービスを生成する際に、既存の VRS ファイルを参照し、適用することができます。［選択］をクリッ
クし、ファイルを選択します。  

7. ［Next］をクリックします。
8. 仮想サービスが作成されるプロジェクトを選択し、名前のプレフィックスを編集します（オプション）。デフォルト
のプレフィックスは、ユーザ名です。

9. 以下のいずれかの手順を実行します。
– 仮想サービスのみを作成するには、［作成］を選択します。
– 仮想サービスを作成して展開するには、［作成および展開］を選択し、［グループ タグ］および［反応時間ス
ケール］を入力します。

10.仮想サービスの作成後にシェルフのトランザクションを保持または削除するオプションを選択します。
11.仮想サービスが作成されるプロジェクトを選択し、［終了］をクリックします。
［進行中のジョブ］ダイアログ ボックスが開きます。

12.以下の手順を実行するには、ツールヒントをポイントします。
– 仮想サービスおよびエラー メッセージに関する情報を確認します。
– 仮想サービスまたは展開に移動するリンクを選択します。
 

SAP IDoc 送信先のフィルタリング

仮想化される SAP IDoc 送信先を変更できます。
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生成された仮想サービス モデルで、仮想 Java リスナ ステップを開き、右下のリスト内の［SAP］プロトコルをダブル
クリックします。［プロトコル設定］ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスには、1 セットの
キー/値ペアが含まれます。

以下の図は、［プロトコル設定］ダイアログ ボックスを示しています。

destination. で始まり、数字で終わるキーは、仮想化する送信先を指定します。

複数の送信先を仮想化するには、各送信先に送信先キーを追加します。［プロトコル設定］ダイアログ ボックス内でそ
の数が一意である限り、任意の数を使用できます。

送信先をすべて仮想化するには、送信先キーを削除します。

Java クラス名のようなキーは無視できます。

SAP JCo トランザクションからの仮想サービスの作成
SAP JCo トランザクションから、仮想サービスを作成できます。

以下の図は、レコーディング段階のアーキテクチャを示しています。 Java エージェントは Java アプリケーションに対
して設定されます。Java アプリケーションは、SAP JCo を使用して SAP システム内の関数への RFC コールを実行しま
す。エージェントは、コールを監視し、 ポータルで表示可能な対応するパスを生成します。
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この機能は、SAP JCo 3.0 のみをサポートします。

この機能は、入出力パラメータおよびテーブル データを使用する RFC コール、およびステートフル コールをサポート
します。

エージェントを SAP システムにインストールおよび設定する必要はありません。

レコーディング段階の後、仮想化アーティファクトを生成し、仮想サービスを展開します。

NOTE
エージェントのインストールおよび設定については、「エージェント」を参照してください。仮想サービスの
展開については、「CA Service Virtualization の使用」を参照してください。

NOTE

• コミュニティからの「SAP JCo Connection Settings in Detail」
• コミュニティからの「SAP Connectivity Troubleshooting」

SAP JCo 仮想化アーティファクトの生成

SAP JCo 仮想化アーティファクトを生成するには、以下の手順に従います。

仮想サービスには、不明な会話型要求および不明なステートレス 要求に対して送信される応答が含まれます。仮想サー
ビスを作成する場合は、これらの応答のボディを設定するために以下のオプションが使用可能である場合があります。

• "一致なし" をレポート
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仮想化されたアプリケーションで例外を発生させます。
• 仮想サービスをバイパス
クラスおよびメソッドがまったく仮想化されなかったように、元の要求がそのまま通過できます。

 

以下の図は、SAP フレームが含まれるパス グラフを示しています。このパス グラフは、関数を取得し、その関数を実行
する標準的な SAP JCo パターンを示しています。

  

仮想化アーティファクトが生成されると、Application Insight は選択された SAP コンポーネントの送信先名を確認しま
す。次に、Application Insight は、この送信先の SAP コンポーネントの表示可能パスをすべて検索します。これらの
SAP コンポーネントは、仮想サービスを作成するために使用されます。

選択した SAP コンポーネントの送信先名を表示するには、トランザクション詳細ダイアログ ボックスの［XML］タブを
クリックします。

以下の手順に従います。

1. SAP トランザクション フレームをシェルフに追加します。
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2. シェルフを開

き、
をクリックします。

3. デフォルトの名前を変更するには、名前を選択し、編集してから

をクリックして保存します。
4. ［"一致なし" をレポート］および［仮想サービスをバイパス］オプションが使用可能な場合、不明な要求に対する応
答を設定します。

5. ［すべてのトランザクションをステートレスとして処理］チェック ボックスが編集可能で、仮想サービスにステート
レス トランザクションのみを含める場合は、このチェック ボックスがオンになっていることを確認します。

6. （オプション）仮想サービスの作成に必要なカスタム データ プロトコルまたはデータ プロトコルのチェーンがある
場合、仮想サービスを生成する際に、既存の VRS ファイルを参照し、適用することができます。［選択］をクリッ
クし、ファイルを選択します。  

7. ［Next］をクリックします。
8. 仮想サービスが作成されるプロジェクトを選択し、名前のプレフィックスを編集します（オプション）。デフォルト
のプレフィックスは、ユーザ名です。

9. 以下のいずれかの手順を実行します。
– 仮想サービスのみを作成するには、［作成］を選択します。
– 仮想サービスを作成して展開するには、［作成および展開］を選択し、［グループ タグ］および［反応時間ス
ケール］を入力します。

10.仮想サービスの作成後にシェルフのトランザクションを保持または削除するオプションを選択します。
11.仮想サービスが作成されるプロジェクトを選択し、［終了］をクリックします。
［進行中のジョブ］ダイアログ ボックスが開きます。

12.以下の手順を実行するには、ツールヒントをポイントします。
– 仮想サービスおよびエラー メッセージに関する情報を確認します。
– 仮想サービスまたは展開に移動するリンクを選択します。
 

SAP JCo 送信先のフィルタリング

仮想化される SAP JCo 送信先を変更できます。

生成された仮想サービス モデルで、仮想 Java リスナ ステップを開き、右下のリスト内の［SAP］プロトコルをダブル
クリックします。［プロトコル設定］ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスには、1 セットの
キー/値ペアが含まれます。

以下の図は、［プロトコル設定］ダイアログ ボックスを示しています。

 1123



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

destination. で始まり、数字で終わるキーは、仮想化する送信先を指定します。

複数の送信先を仮想化するには、各送信先に送信先キーを追加します。［プロトコル設定］ダイアログ ボックス内でそ
の数が一意である限り、任意の数を使用できます。

送信先をすべて仮想化するには、送信先キーを削除します。

Java クラス名のようなキーは無視できます。

TIBCO ActiveMatrix BusinessWorks トランザクションからの仮想サービスの作成
Application Insight を使用して TIBCO ActiveMatrix BusinessWorks のプロセスを仮想化できます。仮想サービスが展開さ
れると、仮想サービスはサービス イメージで収集された応答でプロセス アクティビティの動作を置き換えます。

以下の方法がサポートされています。

• から仮想化します。仮想サービス イメージ レコーダを使用して、トラフィックをキャプチャし、仮想サービスを生
成します。Application Insight を有効にする必要はありません。

• ポータルから仮想化します。 ポータルに表示されるトランザクションを生成します。後からいつでも、仮想サービス
を作成するためにトランザクションを使用できます。Application Insight が有効になっている必要があります。この方
法は最初の方法より高い柔軟性を提供しますが、オーバーヘッドも大きくなります。

ステートフルまたはステートレス仮想サービスを生成できます。ステートレスを推奨します。この設定は、仮想サービス
イメージ レコーダおよび  ポータルから制御できます。

仮想サービスには、不明な会話型要求および不明なステートレス 要求に対して送信される応答が含まれます。仮想サー
ビスを作成する場合は、これらの応答のボディを設定するために以下のオプションが使用可能である場合があります。

• "一致なし" をレポート
仮想化されたアプリケーションで例外を発生させます。

• 仮想サービスをバイパス
クラスおよびメソッドがまったく仮想化されなかったように、元の要求がそのまま通過できます。

これらの手順は、TIBCO ActiveMatrix BusinessWorks に  Java エージェントがインストールされ設定されていると仮定
しています。

NOTE
Java エージェントのインストールおよび設定の詳細については、「エージェント」を参照してください。仮
想サービス イメージ レコーダの使用および仮想サービス モデルの展開の詳細については、「CA Service
Virtualization の使用」を参照してください。

TIBCO ActiveMatrix BusinessWorks を  から仮想化する方法

1. に移動し、仮想サービス イメージ レコーダを起動します。
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基本情報を提供するように促されます。
2. サービス イメージおよび仮想サービス モデルの名前を指定します。
3. トランスポート プロトコルを［Java］に設定します。
4. ［Next］をクリックします。
仮想化する Java クラスを選択するように促されます。

5. エージェントを選択して［接続されたエージェント］リストに移動させます。
6. ［プロトコル］矢印を展開し、右ペインに TIBCO BW プロトコルを移動させます。
7. ［Next］をクリックします。必要に応じて、記録する TIBCO プロセスの実行をトリガします。プロセスが実行され
ると、エージェントはアクティビティを記録します。

8. 記録が完了したら、［次へ］をクリックし、仮想サービス イメージ レコーダの残りのステップを実行します。デー
タ プロトコルを選択する必要はありません。
サービス イメージおよび仮想サービス モデルが作成されます。

9. 仮想サービス モデルを展開して開始します。

TIBCO ActiveMatrix BusinessWorks を  ポータルから仮想化する方法

1. TIBCO プロセスの実行をトリガします。
2. TIBCO トランザクション フレームをシェルフに追加します。左端のフレームを選択することにより、会話全体を仮
想化できます。アクティビティ名が含まれるフレームを選択することにより、特定のアクティビティを仮想化できま
す。

3. シェルフを開

き、
をクリックします。

4. デフォルトの名前を変更するには、名前を選択し、編集してから

をクリックして保存します。
5. ［"一致なし" をレポート］および［仮想サービスをバイパス］オプションが使用可能な場合、不明な要求に対する応
答を設定します。

6. ［すべてのトランザクションをステートレスとして処理］チェック ボックスが編集可能で、仮想サービスにステート
レス トランザクションのみを含める場合は、このチェック ボックスがオンになっていることを確認します。

7. （オプション）仮想サービスの作成に必要なカスタム データ プロトコルまたはデータ プロトコルのチェーンがある
場合、仮想サービスを生成する際に、既存の VRS ファイルを参照し、適用することができます。［選択］をクリッ
クし、ファイルを選択します。

8. （オプション）統合されたフレームを表示および管理するには、以下の手順に従います。
a. ［フレームのリスト］

をクリックして、フレームを表示します。
右側のペインにフレームがリスト表示されます。REST、Web HTTP、および Web サービスのフレームでは、プ
ロトコル、メソッド、およびパス情報が表示されます。その他のすべてのフレームでは、カテゴリおよび操作の
情報が表示されます。JDBC のすべてのフレームには、SQL アクティビティという名前が付いています。SQL 情
報を表示するには、JDBC フレーム上にマウス ポインタを置きます。

b. フレームをリスト内で上下にドラッグ アンド ドロップすると、順序を変更できます。
c. ［X］をクリックして［続行］をクリックすると、リストからフレームを削除できます。

9. ［Next］をクリックします。
10.仮想サービスが作成されるプロジェクトを選択し、名前のプレフィックスを編集します（オプション）。デフォルト
のプレフィックスは、ユーザ名です。

11.以下のいずれかの手順を実行します。
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– 仮想サービスのみを作成するには、［作成］を選択します。
– 仮想サービスを作成して展開するには、［作成および展開］を選択し、［グループ タグ］および［反応時間ス
ケール］を入力します。

12.仮想サービスの作成後にシェルフのトランザクションを保持または削除するオプションを選択し、［終了］をクリッ
クします。
［進行中のジョブ］ダイアログ ボックスが開きます。

13.以下の手順を実行するには、ツールヒントをポイントします。
– 仮想サービスおよびエラー メッセージに関する情報を確認します。
– 仮想サービスまたは展開に移動するリンクを選択します。

NOTE
統合されたトランザクションの詳細については、「仮想サービスの作成」を参照してください。

例： ユーザの追加プロセスの仮想化

以下の図は、TIBCO Designer でのプロセス定義を示しています。プロセスには、File Poller、JMS Queue
Sender、Confirm、および End アクティビティが含まれています。

File Poller アクティビティはテキスト ファイルをモニタします。ファイルが変更されると、アクティビティはプロセスを
起動します。

JMS Queue Sender アクティビティは指定されたキューにメッセージを送信します。

以下の図は、仮想サービス イメージ レコーダが生成したサービス イメージを示しています。4 つのノードとの会話が
［トランザクション］タブに表示されます。4 つのノードはプロセス定義内の 4 つのアクティビティに対応します。
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会話の各ノードには［操作］フィールドが含まれます。このフィールドの値は完全修飾プロセス名およびアクティビティ
名から構成されます。上記の画像では、選択したノードの値は Tibco:VSE/Processes/AddUser.JMS Queue Sender で
す。

仮想サービス モデルは Java トランスポート プロトコル用のデフォルトです。

Web HTTP トランザクションからの仮想サービスの作成
Application Insight データベースの Web HTTP トランザクションのセットから仮想サービスを作成するには、以下の手順
に従います。

以下の手順に従います。

1. Web HTTP トランザクションをシェルフに追加します。
2. シェルフを開

き、
をクリックします。
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3. デフォルトの名前を変更するには、名前を選択し、編集してから

をクリックして保存します。
4. ［すべてのトランザクションをステートレスとして処理］チェック ボックスが編集可能で、仮想サービスにステート
レス トランザクションのみを含める場合は、このチェック ボックスがオンになっていることを確認します。

5. （オプション）仮想サービスの作成に必要なカスタム データ プロトコルまたはデータ プロトコルのチェーンがある
場合、仮想サービスを生成する際に、既存の VRS ファイルを参照し、適用することができます。［選択］をクリッ
クし、ファイルを選択します。 

6. （オプション）統合されたフレームを表示および管理するには、以下の手順に従います。
a. ［フレームのリスト］

をクリックして、フレームを表示します。
右側のペインにフレームがリスト表示されます。REST、Web HTTP、および Web サービスのフレームでは、プ
ロトコル、メソッド、およびパス情報が表示されます。その他のすべてのフレームでは、カテゴリおよび操作の
情報が表示されます。JDBC のすべてのフレームには、SQL アクティビティという名前が付いています。SQL 情
報を表示するには、JDBC フレーム上にマウス ポインタを置きます。

b. フレームをリスト内で上下にドラッグ アンド ドロップすると、順序を変更できます。
c. X をクリックして［続行］をクリックすると、リストからフレームが削除されます。

7. ［Next］をクリックします。
8. 仮想サービスが作成されるプロジェクトを選択し、名前のプレフィックスを編集します（オプション）。デフォルト
のプレフィックスは、ユーザ名です。

9. 以下のいずれかの手順を実行します。
– 仮想サービスのみを作成するには、［作成］を選択します。
– 仮想サービスを作成して展開するには、［作成および展開］を選択し、［グループ タグ］および［反応時間ス
ケール］を入力します。

10.仮想サービスの作成後にシェルフのトランザクションを保持または削除するオプションを選択し、［終了］をクリッ
クします。
［進行中のジョブ］ダイアログ ボックスが開きます。

11.以下の手順を実行するには、ツールヒントをポイントします。
– 仮想サービスおよびエラー メッセージに関する情報を確認します。
– 仮想サービスまたは展開に移動するリンクを選択します。

NOTE
統合されたトランザクションの詳細については、「仮想サービスの作成」を参照してください。

Web サービス トランザクションからの仮想サービスの作成
Application Insight データベースの Web サービス トランザクションのセットから仮想サービスを作成するには、以下の
手順に従います。

添付ファイルを持つ Web サービスはサポートされていません。

以下の手順に従います。

1. SOAP トランザクション フレームをシェルフに追加します。
2. シェルフを開

き、
をクリックします。
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3. デフォルトの名前を変更するには、名前を選択し、編集してから

をクリックして保存します。
4. ［すべてのトランザクションをステートレスとして処理］チェック ボックスが編集可能で、仮想サービスにステート
レス トランザクションのみを含める場合は、このチェック ボックスがオンになっていることを確認します。

5. （オプション）仮想サービスの作成に必要なカスタム データ プロトコルまたはデータ プロトコルのチェーンがある
場合、仮想サービスを生成する際に、既存の VRS ファイルを参照し、適用することができます。［選択］をクリッ
クし、ファイルを選択します。

6. （オプション）統合されたフレームを表示および管理するには、以下の手順に従います。
a. ［フレームのリスト］

をクリックして、フレームを表示します。
右側のペインにフレームがリスト表示されます。REST、Web HTTP、および Web サービスのフレームでは、プ
ロトコル、メソッド、およびパス情報が表示されます。その他のすべてのフレームでは、カテゴリおよび操作の
情報が表示されます。JDBC のすべてのフレームには、SQL アクティビティという名前が付いています。SQL 情
報を表示するには、JDBC フレーム上にマウス ポインタを置きます。

b. フレームをリスト内で上下にドラッグ アンド ドロップすると、順序を変更できます。
c. X をクリックして［続行］をクリックすると、リストからフレームが削除されます。

7. ［Next］をクリックします。
8. 仮想サービスが作成されるプロジェクトを選択し、名前のプレフィックスを編集します（オプション）。デフォルト
のプレフィックスは、ユーザ名です。

9. 以下のいずれかの手順を実行します。
– 仮想サービスのみを作成するには、［作成］を選択します。
– 仮想サービスを作成して展開するには、［作成および展開］を選択し、［グループ タグ］および［反応時間ス
ケール］を入力します。

10.仮想サービスの作成後にシェルフのトランザクションを保持または削除するオプションを選択し、［終了］をクリッ
クします。
［進行中のジョブ］ダイアログ ボックスが開きます。

11.以下の手順を実行するには、ツールヒントをポイントします。
– 仮想サービスおよびエラー メッセージに関する情報を確認します。
– 仮想サービスまたは展開に移動するリンクを選択します。

NOTE
統合されたトランザクションの詳細については、「仮想サービスの作成」を参照してください。

webMethods トランザクションからの仮想サービスの作成
Application Insight データベースの webMethods Integration Server トランザクションのセットから仮想サービスを作成す
るには、以下の手順に従います。

webMethods Integration Server には、フロー サービスおよびパイプラインの概念が含まれます。フロー サービスでは、
サービスのグループをカプセル化し、それらの間のデータのフローを管理できます。パイプラインは、フロー サービ
スに対する入力値および出力値が含まれるデータ構造です。フロー サービスにステップを追加して、サービスの呼び出
し、パイプラインのデータの変更などのアクションを実行できます。

フロー サービスは仮想化される単位です。

仮想サービスには、不明な会話型要求および不明なステートレス 要求に対して送信される応答が含まれます。仮想サー
ビスを作成する場合は、これらの応答のボディを設定するために以下のオプションが使用可能である場合があります。

• "一致なし" をレポート
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仮想化されたアプリケーションで例外を発生させます。
• 仮想サービスをバイパス
クラスおよびメソッドがまったく仮想化されなかったように、元の要求がそのまま通過できます。

 

以下の手順に従います。

1. webMethods Integration Server トランザクション フレームをシェルフに追加します。
2. シェルフを開

き、
をクリックします。

3. デフォルトの名前を変更するには、名前を選択し、編集してから

をクリックして保存します。
4. ［"一致なし" をレポート］および［仮想サービスをバイパス］オプションが使用可能な場合、不明な要求に対する応
答を設定します。

5. ［すべてのトランザクションをステートレスとして処理］チェック ボックスが編集可能で、仮想サービスにステート
レス トランザクションのみを含める場合は、このチェック ボックスがオンになっていることを確認します。

6. （オプション）仮想サービスの作成に必要なカスタム データ プロトコルまたはデータ プロトコルのチェーンがある
場合、仮想サービスを生成する際に、既存の VRS ファイルを参照し、適用することができます。［選択］をクリッ
クし、ファイルを選択します。  

7. （オプション）統合されたフレームを表示および管理するには、以下の手順に従います。
a. ［フレームのリスト］

をクリックして、フレームを表示します。
右側のペインにフレームがリスト表示されます。REST、Web HTTP、および Web サービスのフレームでは、プ
ロトコル、メソッド、およびパス情報が表示されます。その他のすべてのフレームでは、カテゴリおよび操作の
情報が表示されます。JDBC のすべてのフレームには、SQL アクティビティという名前が付いています。SQL 情
報を表示するには、JDBC フレーム上にマウス ポインタを置きます。

b. フレームをリスト内で上下にドラッグ アンド ドロップすると、順序を変更できます。
c. X をクリックして［続行］をクリックすると、リストからフレームが削除されます。

8. ［Next］をクリックします。
9. 仮想サービスが作成されるプロジェクトを選択し、名前のプレフィックスを編集します（オプション）。デフォルト
のプレフィックスは、ユーザ名です。

10.以下のいずれかの手順を実行します。
– 仮想サービスのみを作成するには、［作成］を選択します。
– 仮想サービスを作成して展開するには、［作成および展開］を選択し、［グループ タグ］および［反応時間ス
ケール］を入力します。

11.仮想サービスの作成後にシェルフのトランザクションを保持または削除するオプションを選択し、［終了］をクリッ
クします。
［進行中のジョブ］ダイアログ ボックスが開きます。

12.以下の手順を実行するには、ツールヒントをポイントします。
– 仮想サービスおよびエラー メッセージに関する情報を確認します。
– 仮想サービスまたは展開に移動するリンクを選択します。

NOTE
統合されたトランザクションの詳細については、「仮想サービスの作成」を参照してください。

例： ユーザの更新

 1130



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

以下の図は、webMethods Integration Server フレームが含まれるパス グラフを示しています。この例のフロー サービス
には、updateUser という名前が付けられています。目的はデータベースにユーザの更新情報を送信することです。

  

NOTE
webMethods Integration Server フレームのいずれかを選択すると、トランザクション詳細ダイアログ ボックス
でパイプライン データを表示できます。

パス グラフに複数の webMethods Integration Server フレームが含まれる場合、仮想化するためにはフレームを 1 つ選択
する必要があります。選択するフレームは、テスト中のシステムによって決まります。この例では、以下のように決定さ
れます。

• ソフトウェアと webMethods プロセスのインターフェースを確保するには、左端の webMethods Integration Server
フレームを選択します。

• データベースを削除するには、直接データベースをコールする webMethods Integration Server フレームを選択しま
す。

WebSphere MQ トランザクションからの仮想サービスの作成
Application Insight データベースの WebSphere MQ トランザクションのセットから仮想サービスを作成するには、以下
の手順に従います。

以下の手順に従います。

1. WebSphere MQ トランザクション フレームをシェルフに追加します。必ず、MQ トランザクションの開始に対応す
るフレームを選択してください。応答フレームを選択しないでください。

2. シェルフを開

き、
をクリックします。

3. デフォルトの名前を変更するには、名前を選択し、編集してから

をクリックして保存します。
4. ［すべてのトランザクションをステートレスとして処理］チェック ボックスが編集可能で、仮想サービスにステート
レス トランザクションのみを含める場合は、このチェック ボックスがオンになっていることを確認します。

5. （オプション）仮想サービスの作成に必要なカスタム データ プロトコルまたはデータ プロトコルのチェーンがある
場合、仮想サービスを生成する際に、既存の VRS ファイルを参照し、適用することができます。［選択］をクリッ
クし、ファイルを選択します。 

6. （オプション）統合されたフレームを表示および管理するには、以下の手順に従います。
a. ［フレームのリスト］

をクリックして、フレームを表示します。
右側のペインにフレームがリスト表示されます。REST、Web HTTP、および Web サービスのフレームでは、プ
ロトコル、メソッド、およびパス情報が表示されます。その他のすべてのフレームでは、カテゴリおよび操作の
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情報が表示されます。JDBC のすべてのフレームには、SQL アクティビティという名前が付いています。SQL 情
報を表示するには、JDBC フレーム上にマウス ポインタを置きます。

b. フレームをリスト内で上下にドラッグ アンド ドロップすると、順序を変更できます。
c. X をクリックして［続行］をクリックすると、リストからフレームが削除されます。

7. ［Next］をクリックします。
8. 仮想サービスが作成されるプロジェクトを選択し、名前のプレフィックスを編集します（オプション）。デフォルト
のプレフィックスは、ユーザ名です。

9. 以下のいずれかの手順を実行します。
– 仮想サービスのみを作成するには、［作成］を選択します。
– 仮想サービスを作成して展開するには、［作成および展開］を選択し、［グループ タグ］および［反応時間ス
ケール］を入力します。

10.仮想サービスの作成後にシェルフのトランザクションを保持または削除するオプションを選択し、［終了］をクリッ
クします。
［進行中のジョブ］ダイアログ ボックスが開きます。

11.以下の手順を実行するには、ツールヒントをポイントします。
– 仮想サービスおよびエラー メッセージに関する情報を確認します。
– 仮想サービスまたは展開に移動するリンクを選択します。
 

アプリケーション インサイトの VRS ファイル
の仮想サービス イメージ レコーダの最後のステップでは、レコーディング セッション ファイルを作成できます。ファ
イル拡張子は .vrs です。

.vrs ファイルには、トランスポート プロトコル、データ プロトコル、および関連する設定など、レコーディングに関す
る情報が含まれています。

ポータルのトランザクションまたは Application Insight コマンドライン ツールから仮想サービスを作成する場合、.vrs
ファイルを選択できます。仮想サービスにはファイル内の設定が使用されます。

コマンドライン ツールでは、--vrs オプションでファイルの名前と場所を指定できます。以下に例を示します。

PFCmdLineTool.exe --virtualize=BeanAddaddress_vrs --from=2015-07-21T15:00:00 --to=2015-07-22T15:02:00 --to-

dir=C:\test --frame-name="/itkoExamples/EJB3UserControlBean.invoke" --vrs=C:\test.vrs

.vrs ファイル内のトランスポート プロトコルは、選択された仮想化対象フレームのプロトコルと同じである必要があり
ます。

HTTP/S レコーディング セッション ファイルのベース パスは無視されます。代わりに、選択された仮想化対象フレーム
に基づいてベース パスが計算されます。

ベースラインの作成
######は、システムが後で引き続き同じように機能しているかどうかを判断するのに役立つテスト ケースです。

NOTE
この機能には、個別のライセンスが必要です。

ベースラインの作成方法

ベースラインは、以下のいずれかの方法を使用して作成できます。
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• Application Insight でトランザクションを生成し、それらのトランザクションを使用して［トランザクションの分
析］ウィンドウでベースラインを作成する

• Application Insight でトランザクションを生成し、それらを使用して、CAI コマンドライン ツールでベースラインを
作成する

• 仮想サービスを作成し、同時にベースラインの作成を指定する
• 既存の仮想サービスからベースラインを作成する
• Swagger 2.0 ドキュメントからベースラインを作成する

このセクションの手順では、［トランザクションの分析］ウィンドウでベースラインを作成する方法について説明しま
す。

仮想サービスによる方法については、「仮想サービスからのベースラインの作成」を参照してください。

Swagger による方法については、「［クイック スタート］ウィンドウ」を参照してください。

ワークフロー

以下の図は、最初の 2 つの方法について、ベースラインがどのように動作するかについての概要を示しています。

Figure 29: ベースラインの概要

左の部分は、最初のレグレッション サイクルを示しています。手動のテストがシステムで実行されます。Application
Insight は、アクティビティをキャプチャし、ベースラインの生成に使用されるトランザクションを作成します。

 1133

https://techdocs.broadcom.com


 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

右の部分は、その後の自動レグレッション テストを示しています。ベースラインは、必要に応じてテスト中のシステム
に対して実行されます。

各ベースラインには、システムからの予期される応答に関する情報が含まれます。自動レグレッション サイクル中に、
ベースラインは、予期される応答を実際の応答と比較します。応答が一致しない場合、違いが強調表示されます。

トランザクションを生成する場合、適切なプロトコルのキャプチャ レベルが［全データ］に設定されていることを確認
します。

カテゴリが「GUI」のトランザクション フレーム用にベースラインを作成することはできません。

ベースライン タイプ
作成できるベースラインのタイプは以下のとおりです。

• ステートフル
• データ駆動
• 展開

ベースラインの命名規則は、(prefix)_(transactionframename)-(baselinetype)-(date)-(time) です。ベースライン タイ
プ部分の有効な値は、S （ステートフル）、D （データ駆動）、および E （展開）です。たとえば、展開されたベース
ラインの場合、以下のような名前になります。

admin_1445436734664_lisabankbuttonclick.do-E-20151020-145034

マージされたトランザクション フレームをシェルフに追加する場合は、ステートフル ベースラインを作成できません。
データ駆動型の展開されたベースラインを作成できます。

ベースライン タイプが自動的に選択されるケースがあります。そのケースの 1 つが、［トランザクションの分析］ウィ
ンドウで、エージェントに対するすべてのアーティファクトを生成する場合です。

ステートフル ベースライン

ステートフル ベースラインは、会話またはセッションのトランザクションの 1 つではなく、会話またはセッション全体
に適用されるベースライン テスト ケースです。会話は、セッション内のトランザクションのセットです。

ステートフル ベースラインは以下のカテゴリのトランザクション フレームに対してサポートされています。

• EJB
• REST
• Web HTTP
• Web サービス

以下の図は、ステートフル ベースラインを示しています。
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データ駆動ベースライン

データ駆動ベースラインは、1 つのテスト ケースで構成されます。テスト ケースには、大容量データのデータ セットか
ら読み取られるテスト ステップが含まれています。

以下の図は、データ駆動ベースラインを示しています。

データ駆動ベースラインは、生成後にベースラインを変更する必要がある場合に役立ちます。

たとえば、繰り返しのパス数が多いマージされたトランザクション フレームをシェルフに追加するとします。展開され
たベースラインを作成すると、ベースライン内のすべてのテスト ケースに同じ変更を加える必要が生じる可能性があり
ます。データ駆動ベースラインを作成すれば、変更を 1 回行うだけですみます。

展開されたベースライン

展開されたベースラインは、テスト ケースのスイートと、テスト ケースを実行するためのスイート ドキュメントで構成
されます。

では、テスト ケースは、［プロジェクト］パネルの［ベースライン］フォルダにあります。スイート ドキュメントは
Suites フォルダに配置されます。

以下の図は、展開されたベースラインでのテスト ケースを示しています。
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EJB ベースライン
このセクションには、EJB ベースラインに関する情報を提供する以下のページがあります。

EJB ベースラインの生成

Application Insight データベースのトランザクションのセットから EJB ベースラインを生成するには、以下の手順に従い
ます。

以下の手順に従います。

1. 1 つ以上の EJB トランザクション フレームをシェルフに追加します。
2. シェルフを開

き、
をクリックします。

3. デフォルトの名前を変更するに

は、
をクリックし、名前を編集してから

をクリックして保存します。
4. 名前の左側に表示されるプラス記号をクリックします。
5. ［作成モード］フィールドが有効な場合は、ベースライン タイプを選択します。
6. ［ステップ生成］フィールドが有効な場合は、以下のオプションのいずれかを選択します。

– アプリケーション テスト ステップの使用
ベースラインには、シェルフに追加したトランザクション フレームに対応するステップが含まれます。たとえ
ば、SOAP フレームを選択すると、Web サービス実行（XML）ステップが含まれるベースラインになります。ス
テップは、実行時にテスト中のシステムをコールします。

– トランザクション フレーム ステップの使用
ベースラインには、トランザクション フレームの実行ステップが含まれます。テスト中のシステムは、実行時に
呼び出されません。代わりに、エージェントは JVM メモリ内のトランザクションを再生します。

7. （オプション）マジック デートを使用するようにベースラインを設定します。
– テスト ケースにマジック デートを適用
ベースライン テスト ケースまたはスイート内の日付文字列を変数定義文字列に変換します。たとえば、特定の日
時が含まれる文字列の代わりに、文字列に現在の日時から 7 日を指定する関数を含めることができます。この動作
は、Service Virtualization のマジック デートの doDateDeltaFromCurrent フォームと同等です。このオプション
がサポートされていない場合、オプションは表示されません。

8. （オプション）［ファイルの選択］をクリックし、ベースライン用のテスト テンプレートを選択します。 
9. 以下のフィールドが編集可能な場合は、これらのフィールドを設定します。

– JNDI ファクトリ
EJB ベースライン テストを生成するときに使用する JNDI ファクトリ クラス。

– JNDI URL
EJB ベースライン テストを生成するときに使用する JNDI URL。

– セキュリティ プリンシパル
EJB ベースライン テストを生成するときに使用する JNDI ユーザ。

– セキュリティ認証情報
EJB ベースライン テストを生成するときに使用する JNDI パスワード。
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10.（オプション）マージされたフレームを表示および管理するには、以下の手順に従います。
a. ［フレームのリスト］

をクリックして、フレームを表示します。
右側のペインにフレームがリスト表示されます。REST、Web HTTP、および Web サービスのフレームでは、プ
ロトコル、メソッド、およびパス情報が表示されます。その他のすべてのフレームでは、カテゴリおよび操作の
情報が表示されます。JDBC のすべてのフレームには、SQL アクティビティという名前が付いています。SQL 情
報を表示するには、JDBC フレーム上にマウス ポインタを置きます。

b. フレームをリスト内で上下にドラッグ アンド ドロップすると、順序を変更できます。
c. X をクリックして［続行］をクリックすると、リストからフレームが削除されます。

11.［Next］をクリックします。
12.ベースラインが作成されるプロジェクトを選択します。
13.（オプション）名前のプレフィックスを編集します。デフォルトのプレフィックスは、ユーザ名です。
14.ベースライン作成後にシェルフのトランザクションを保持または削除するオプションを選択し、［終了］をクリック
します。
［進行中のジョブ］ダイアログ ボックスが開きます。

15.ツールヒントをポイントし、アーティファクトの場所に移動する、またはエラー メッセージを表示するリンクをク
リックします。

JBoss AS 7.3、JBoss EAP 6.2、および WildFly 8.2 用の追加手順

リストに掲載されている JBoss プラットフォーム上で、［アプリケーション テスト ステップの使用］オプションを使用
して EJB ベースラインを生成する場合は、追加の手順が必要です。

ベースラインを生成する前に、LISA_HOME\hotDeploy ディレクトリに以下のファイルをコピーします。

• テスト対象の EJB 用のアプリケーション JAR ファイル
• jboss-client.jar ファイル

ベースラインを実行する前に、LISA_HOME\hotDeploy ディレクトリに jboss-ejb-client.properties ファイルをコピー
します。

以下の例は、jboss-ejb-client.properties ファイルの形式を示しています。

remote.connectionprovider.create.options.org.xnio.Options.SSL_ENABLED=false

remote.connections=default

remote.connection.default.host=10.20.30.40
remote.connection.default.port=4447
remote.connection.default.connect.options.org.xnio.Options.SASL_POLICY_NOANONYMOUS=false

remote.connection.default.username=JBossApplicationUser
remote.connection.default.password=JBossApplicationPassword

JBoss AS 7.3 および JBoss EAP 6.2 のデフォルトのポート番号は、4447 です。WildFly 8.2 のデフォルトのポート番号
は 8080 です。

JBoss サーバがテストの実行元の  インストールから離れた場所にある場合、ユーザ名とパスワードは必須です。JBoss
サーバとテスト対象システムが同じ場合、ユーザ名とパスワードは必須ではありません。

jboss-ejb-client.properties ファイルの詳細については、JBoss のマニュアルを参照してください。
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JBoss サーバがリモートの場合は、JBoss サーバがデフォルトのローカルホストだけではなく、リモート システムから
アクセス可能なネットワーク インターフェースにバインドされていることを確認します。通常、-b 0.0.0.0 オプションを
使用して JBoss を起動すると、すべてのローカル インターフェースにバインドされます。

EJB ベースラインのコンテンツ

ステートフル EJB ベースラインには、1 つ以上の Enterprise JavaBean 実行ステップが含まれます。各ステップには以
下のアサーションが含まれます。

• 「結果に対するアサート」という名前の埋め込みのアサーション
• 「環境エラーの場合」という名前の埋め込みのアサーション
• 「例外の場合は失敗」という名前の呼び出し例外でのアサート アサーション

統合 EJB ベースラインには、大容量データのデータ セットから読み取るトランザクション フレームの実行ステップが含
まれます。

データ セットには以下の情報が含まれます。

• Agent name
• トランザクション フレーム
• 予期される応答

デフォルトでは、データ セットはグローバルではなく、ローカルです。

トランザクション フレームの実行ステップには、応答の一致を確認という名前のグラフィカル XML 比較アサーションが
含まれます。このアサーションは、実際の応答が予期される応答に一致することを確認します。

拡張された EJB ベースラインのテスト ケースには、Enterprise JavaBean 実行ステップまたはトランザクション フ
レームの実行ステップが含まれます。

WebSphere App Server 8.5 で SSL を介した EJB ベースラインを回避する方法

WebSphere Application Server 8.5 は、RMI/IIOP および EJB 接続に関してデフォルトで SSL が有効になった状態でリ
リースされました。そのため、WebSphere Application Server 8.5 での EJB ベースラインの作成および実行は成功しませ
ん。

この問題を回避するには、以下の方法のいずれかを使用します。

方法 1

WebSphere Application Server で SSL を必要とする設定を無効にします。

以下の手順に従います。

1. WebSphere の管理コンソールにログインします。
2. ［セキュリティ］-［Global Security］-［RMI/IIOP security］-［CSIv2 inbound communications］に移動します。
3. ［トランスポート］フィールドの値を「SSL-supported」に設定します。
4. ［セキュリティ］-［Global Security］-［RMI/IIOP security］-［CSIv2 outbound communications］に移動します。
5. ［トランスポート］フィールドの値を「SSL-supported」に設定します。

方法 2

SSL 対応接続を処理するようにクライアントを設定します。

IBM 信頼ストアのデフォルトのパスワードは「WebAS」です。
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ベース アプリケーション サーバでは、デフォルトのキーと信頼ストアは、設定リポジトリのノード ディレクトリに
格納されます。たとえば、デフォルトの key.p12 および trust.p12 ストアは、「AppSrv01」というプロファイル名、
「myhostNode01Cell」という名前、および「myhostNode01」というノード名で作成されます。

スタンドアロン アプリケーション サーバ プロファイルを使用した WebSphere Application Server のスタンドアロン イ
ンストールの場合、キーと信頼ストアは以下の場所にあります。

• C:\WebSphere\AppServer\profiles\AppSrv01\config\cells\myhostNode01Cell\nodes\myhostNode01\key.p12
• C:\WebSphere\AppServer\profiles\AppSrv01\config\cells\myhostNode01Cell\nodes\myhostNode01\trust.p12

key.p12 ファイルはオプションであり、無視できます。

以下の手順に従います。

1. WebSphere Application Server コンピュータで以下のコマンドを実行して、信頼ストアを PKCS12 形式から JKS 形
式に変換します。
– UNIX の場合：
– ./jre/bin/keytool -importkeystore -srckeystore truststore -srcstoretype PKCS12 -deststoretype JKS -

destkeystore trust.jks

– Windows の場合：
– .\jre\bin\keytool -importkeystore -srckeystore truststore -srcstoretype PKCS12 -deststoretype JKS -

destkeystore trust.jks

「truststore」は、ご使用のインストールに固有の信頼ストア ファイル名（trust.p12 など）を指定します。
送信先キーストア パスワードの入力を求められたら、8 文字以上のパスワードを指定します。WebSphere
Application Server コンピュータ上の ssl.client.props ファイルを編集するときに、このパスワードが必要になり
ます。

2. 前の手順で作成した trust.jks ファイルを保存する  コンピュータ上でディレクトリを作成します。このディレクトリ
へのフル パスにスペースが含まれていないことを確認してください（たとえば C:\WAS_security）。

3. trust.jks ファイルを、作成したディレクトリにコピーします。
4. C:\WebSphere\AppServer\profiles\AppSrv01\profiles\AppSrv01\properties にある ssl.client.props および

sas.client.props ファイルを一時ディレクトリにコピーします。
5. コピーした ssl.client.props ファイルを開き、以下のプロパティを見つけます。

com.ibm.ssl.trustStorePassword={xor}CDo9Hgw=

6. プロパティの値を、以下のように変更します。
com.ibm.ssl.trustStorePassword=password

keytool を使用して変更したパスワードを指定します。
7. 一時ディレクトリから以下のコマンドを実行します。

C:\WebSphere\AppServer\bin\PropFilePasswordEncoder.bat ssl.client.props

 com.ibm.ssl.keyStorePassword,com.ibm.ssl.trustStorePassword

コピーした ssl.client.props ファイル内のパスワードがエンコードされます。
8. WebSphere Application Server コンピュータ上の一時ディレクトリから、ssl.client.props ファイルを、 コンピュー
タにコピーします。

9. 以下のように、 コンピュータ上で ssl.client.props ファイルを更新します。
a. user.root プロパティの値を、trust.jks ファイルをコピーしたディレクトリに変更します。 以下に例を示しま
す。
user.root=C:/WAS_security

b. com.ibm.ssl.trustStore プロパティの値を trust.jks ファイルに 変更します。
com.ibm.ssl.trustStore=${user.root}/trust.jks

c. ファイル内の以下の箇所を、指定された値に置き換えます。
IbmPKIX を SunX509 に
IbmX509 を SunX509 に
IBMJSSE2 を SunJSSE に
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SSL_TLS を SSL に
PKCS12 を JKS に
IBMJCE を SUN に

d. com.ibm.ssl.enableSignerExchangePrompt のプロパティ値を、gui ではなく、false に 変更します。
com.ibm.ssl.enableSignerExchangePrompt=false

10. WebSphere Application Server コンピュータから、sas.client.props ファイルを DevTest コンピュータ上のエージェ
ント インストール ディレクトリにコピーします。

11.コピーした sas.client.props ファイル内の com.ibm.CORBA.loginSource のプロパティ値を、prompt（標準値）で
はなく、none に変更します。
com.ibm.CORBA.loginSource=none

以下の手順に従います。

1. com.ibm.ws.orb_*.jar を、C:\WebSphere\AppServer\profiles\AppSrv01\runtime ディレクトリから LISA_HOME/
DevTest/lib ディレクトリにコピーします。これにより、クライアント クラスパス上に配置されます。

2. レジストリおよびワークステーションに、以下のような vm 引数を追加し、 レジストリおよびワークステーションを
再起動します。
レジストリをサービスとして起動する場合は、これらのプロパティを RegistryService.vmoptions に追加します。
コマンド プロンプトからレジストリを起動する場合は、レジストリを Registry.vmoptions に追加します。
ワークステーションの場合は、LISA_HOME/devtest/bin にある Workstation.vmoptions ファイルに以下のプロパ
ティを追加します。
-Dcom.ibm.SSL.ConfigURL=file: C:/WAS_security/ssl.client.props

-Dcom.ibm.CORBA.ConfigURL=file: C:/WAS_security/sas.client.props

JMS ベースライン
JMS ベースラインは、JMS 接続ファクトリを取得するために JNDI が使用される設定に対してサポートされています。

また、JMS ベースラインは、JMS 接続ファクトリを取得するために IBM WebSphere MQ、Java CAPS、SonicMQ、ま
たは TIBCO から直接 API が使用される設定に対してもサポートされています。

NOTE
サービスまたはクライアントが JMS メッセージ オブジェクトを変更せずに再利用または転送する場
合、Application Insight の動作は定義されていません。

このセクションには、以下のページがあります。

 

JMS ベースラインの生成

Application Insight データベースのトランザクションのセットから JMS ベースラインを生成するには、以下の手順に従い
ます。

以下の手順に従います。

1. JMS トランザクション フレームをシェルフに追加します。
2. シェルフを開

き、
をクリックします。

3. デフォルトの名前を変更するに

は、
をクリックし、名前を編集してから
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をクリックして保存します。
4. 名前の左側に表示されるプラス記号をクリックします。
5. ［作成モード］フィールドが有効な場合は、ベースライン タイプを選択します。
6. ［ステップ生成］フィールドが有効な場合は、以下のオプションのいずれかを選択します。

– アプリケーション テスト ステップの使用
ベースラインには、シェルフに追加したトランザクション フレームに対応するステップが含まれます。たとえ
ば、SOAP フレームを選択すると、Web サービス実行（XML）ステップが含まれるベースラインになります。ス
テップは、実行時にテスト中のシステムをコールします。

– トランザクション フレーム ステップの使用
ベースラインには、トランザクション フレームの実行ステップが含まれます。テスト中のシステムは、実行時に
呼び出されません。代わりに、エージェントは JVM メモリ内のトランザクションを再生します。

7. （オプション）マジック デートを使用するようにベースラインを設定します。
– テスト ケースにマジック デートを適用
ベースライン テスト ケースまたはスイート内の日付文字列を変数定義文字列に変換します。たとえば、特定の日
時が含まれる文字列の代わりに、文字列に現在の日時から 7 日を指定する関数を含めることができます。この動作
は、CA Service Virtualization のマジック デートの doDateDeltaFromCurrent フォームと同等です。このオプショ
ンがサポートされていない場合、オプションは表示されません。

8. （オプション）［ファイルの選択］をクリックし、ベースライン用のテスト テンプレートを選択します。
9. （オプション）マージされたフレームを表示および管理するには、以下の手順に従います。

a. ［フレームのリス

ト］
をクリックして、フレームを表示します。
右側のペインにフレームがリスト表示されます。REST、Web HTTP、および Web サービスのフレームでは、プ
ロトコル、メソッド、およびパス情報が表示されます。その他のすべてのフレームでは、カテゴリおよび操作の
情報が表示されます。JDBC のすべてのフレームには、SQL アクティビティという名前が付いています。SQL 情
報を表示するには、JDBC フレーム上にマウス ポインタを置きます。

b. フレームをリスト内で上下にドラッグ アンド ドロップすると、順序を変更できます。
c. ［X］をクリックして［続行］をクリックすると、リストからフレームを削除できます。

10.［Next］をクリックします。
11.ベースラインが作成されるプロジェクトを選択します。
12.（オプション）名前のプレフィックスを編集します。デフォルトのプレフィックスは、ユーザ名です。
13.ベースライン作成後にシェルフのトランザクションを保持または削除するオプションを選択し、［終了］をクリック
します。
［進行中のジョブ］ダイアログ ボックスが開きます。

14.ツールヒントをポイントし、アーティファクトの場所に移動する、またはエラー メッセージを表示するリンクをク
リックします。

JMS ベースライン トランザクション フレーム

JMS ベースラインを生成する手順には、JMS トランザクション フレームをシェルフに追加する手順が含まれます。

1 つの要求および 1 つの応答を持ったシナリオの場合、シェルフに追加するトランザクション フレームを選択するパス
グラフには、4 つのトランザクション フレームが含まれます。これらのフレームは以下のアクティビティを表します。

• クライアントは要求メッセージを作成します。
• サービスは要求メッセージを処理します。
• サービスは応答メッセージを作成します。
• クライアントは応答メッセージを処理します。
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要求メッセージを作成するクライアントを表すフレームを選択します。このルールの例外については、重複したノードに
ついての以下のセクションを参照してください。

Application Insight は、選択したフレームと同じ名前が含まれるトランザクションを検索します。ベースラインには、同
じキューに対してメッセージを送受信するすべてのトランザクションが含まれます。

重複したノード

状況によっては、パス グラフに同じ生成/処理操作を表す 2 つの隣接したフレームが含まれる場合があります。隣接した
フレームの名前は両方とも、send: または recv: のいずれかで始まります。

パス グラフ内の最初の 2 つのフレームが send: で始まる場合、1 番目のフレームを選択します。

パス グラフ内の最初の 2 つのフレームが recv: で始まる場合、2 番目のフレームを選択します。

JMS ベースライン コンテンツ

ほとんどの単一要求および単一応答のシナリオ用の統合 JMS ベースラインには、2 つのステップが含まれます。

• 大容量データのデータ セットから読み取る何も実行しないステップ
• 要求と応答を組み合わせたメッセージング ステップ。メッセージング ステップは、JMS メッセージング
（JNDI）、IBM WebSphere MQ、JCAPS メッセージング（ネイティブ）、SonicMQ メッセージング（ネイティ
ブ）、または TIBCO ダイレクト JMS のいずれかにすることができます。WebSphere MQ ステップでは、クライア
ント モードは JMS に設定されます。

また、ベースラインには、相関 ID を生成するための一意コード ジェネレータ データ セットを含めることができます。

データ セットには、ベースライン内のトランザクションごとに異なる情報が含まれます。この情報には、要求ペイロー
ド、応答ペイロード、および JMS メッセージ プロパティが含まれます。デフォルトでは、データ セットはグローバル
ではなく、ローカルです。

メッセージング ステップには、「応答の一致を確認」という名前のグラフィカル XML 比較アサーションが含まれます。
ベースラインを実行すると、このアサーションは実際の応答が予期される応答に一致することを確認します。応答が一致
しない場合は、エラーが生成されます。

その他のシナリオでは、要求と応答を個別のステップに分割します。

設定プロパティは、送信先情報、接続情報および XML 差分オプションに対して生成されます。クライアントとサービス
が別の JNDI 接続設定を使用する場合、接続情報に対してプロパティのセットが 2 つ生成されます。

展開された JMS ベースラインのテストケースは、統合された JMS ベースラインに似ています。ただし、それらには大
容量データのデータ セットが含まれません。代わりに、データはステップに格納されます。

統合された JMS ベースラインと同様、設定プロパティが生成されます。

REST ベースライン
このセクションには、REST ベースラインに関する情報を提供する以下のページがあります。

REST ベースラインの生成

Application Insight データベースのトランザクションのセットから REST ベースラインを生成するには、以下の手順に従
います。

ステートフルおよびデータ駆動のベースラインではパラメータ化がサポートされます。パラメータ化の目的は、新しい
データでのベースラインの更新をより簡単にすることです。
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以下の手順に従います。

1. 1 つ以上の REST トランザクション フレームをシェルフに追加します。
2. シェルフを開

き、
をクリックします。

3. デフォルトの名前を変更するに

は、

をクリックし、名前を編集してから  をクリックして保存します。
4. 名前の左側に表示されるプラス記号をクリックします。
5. ［作成モード］フィールドが有効な場合は、ベースライン タイプを選択します。
6. ［ステップ生成］フィールドが有効な場合は、以下のオプションのいずれかを選択します。

– アプリケーション テスト ステップの使用
ベースラインには、シェルフに追加したトランザクション フレームに対応するステップが含まれます。たとえ
ば、SOAP フレームを選択すると、Web サービス実行（XML）ステップが含まれるベースラインになります。ス
テップは、実行時にテスト中のシステムをコールします。

– トランザクション フレーム ステップの使用
ベースラインには、トランザクション フレームの実行ステップが含まれます。テスト中のシステムは、実行時に
呼び出されません。代わりに、エージェントは JVM メモリ内のトランザクションを再生します。

7. ステートフル ベースライン フィールドを使用できる場合には、必要に応じてそれらを設定します。
– パラメータ レベル
パラメータ化を有効にするかどうかを示します。有効にする場合には、値のみの一致、またはキーと値の両方の一
致を示します。デフォルトは［無効］です。［データベースの検証］チェックボックスを選択すると、［パラメー
タ レベル］フィールドが無効になり、［値］オプションが表示されます。

– HTTP ユーザ
Web アプリケーションのユーザ名を示します。Application Insight は値を暗号化して、結果をベースラインの
Authorization ヘッダ フィールドに追加します。

– Http Password
Web アプリケーションのユーザ パスワードを示します。Application Insight は値を暗号化して、結果をベースライ
ンの Authorization ヘッダ フィールドに追加します。

– アサーション オプション
1 つまたは 2 つのアサーションをベースラインに追加できます。
追加できる最初のアサーションには、「応答コードの一致を確認」という名前が付けられます。追加できる 2 番目
のアサーションには、「応答コードの一致を確認」または「アサーション応答に含まれる」という名前が付けられ
ます。
各アサーションに対して、アサーションが false を返した場合の動作を指定します。テストの失敗、エラーの生
成、警告の生成を選択できます。

8. （オプション）マジック デートを使用するようにベースラインを設定します。
– テスト ケースにマジック デートを適用

 
ベースライン テスト ケースまたはスイート内の日付文字列を変数定義文字列に変換します。たとえば、特定の日
時が含まれる文字列の代わりに、文字列に現在の日時から 7 日を指定する関数を含めることができます。この動作
は、Service Virtualization のマジック デートの doDateDeltaFromCurrent フォームと同等です。このオプション
がサポートされていない場合、オプションは表示されません。

9. （オプション）データベースでの挿入、更新、削除を検証するようにベースラインを設定するには、［データベース
の検証］チェック ボックスをオンにします。

10.（オプション）［ファイルの選択］をクリックし、ベースライン用のテスト テンプレートを選択します。
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11.（オプション）マージされたフレームを表示および管理するには、以下の手順に従います。
a. ［フレームのリスト］

をクリックして、フレームを表示します。
右側のペインにフレームがリスト表示されます。REST、Web HTTP、および Web サービスのフレームでは、プ
ロトコル、メソッド、およびパス情報が表示されます。その他のすべてのフレームでは、カテゴリおよび操作の
情報が表示されます。JDBC のすべてのフレームには、SQL アクティビティという名前が付いています。SQL 情
報を表示するには、JDBC フレーム上にマウス ポインタを置きます。

b. フレームをリスト内で上下にドラッグ アンド ドロップすると、順序を変更できます。
c. X をクリックして［続行］をクリックすると、リストからフレームが削除されます。
 

12.［Next］をクリックします。
13.ベースラインが作成されるプロジェクトを選択します。
14.（オプション）名前のプレフィックスを編集します。デフォルトのプレフィックスは、ユーザ名です。
15.ベースライン作成後にシェルフのトランザクションを保持または削除するオプションを選択し、［終了］をクリック
します。
［進行中のジョブ］ダイアログ ボックスが開きます。

16.ツールヒントをポイントし、アーティファクトの場所に移動する、またはエラー メッセージを表示するリンクをク
リックします。

ステートフル ベースラインおよびパラメータ化

######を REST ステートフル ベースラインに追加できます。

ベースラインを作成する際に、Application Insight は要求と応答の共通項目の検出を試みます。

この動作を設定するには、以下のレベルのいずれかを指定します。

• 値のみの一致
• キーと値の一致

要求に以下の URL と JSON ボディがあると仮定します。

GET http://myserver:8080/datamanagement/a/templates/4?user=admin
Request:{"name":"demo_02","applicationId":"3","new":true}

パラメータ レベルを値のみに設定すると、Application Insight は、a、templates、4、admin、demo_02、および 3 とい
う項目を確認します。

パラメータ レベルをキーと値に設定すると、Application Insight は、user/admin、name/demo_02、および
applicationId/3 という項目を確認します。

この URL では、サーバとポートの後の最初のエレメントが無視されます。

ブール タイプは無視されます。

要求に以下の XML ボディがあると仮定します。

<addUser xmlns="http://ejb3.examples.itko.com/" userID=123>

 <username xmlns="">webapp-1381707309</username>

 <password xmlns="">example-pwd</password>

</addUser>

パラメータ レベルを値のみに設定すると、Application Insight は、123、webapp-1381707309、および example-pwd と
いう項目を確認します。
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パラメータ レベルをキーと値に設定すると、Application Insight は、userID/123、username/webapp-1381707309、お
よび password/example-pwd という項目を確認します。

共通項目が検出された場合、Application Insight は 1 つ以上のパラメータを作成します。各パラメータはデータ セットに
格納されるか、フィルタに定義されます。以下の例では、パラメータの形式を示します。

• Step1_name_1
• Step1_param_2
• Step1_url_param_3
• Step1_rsp.filter_param_4
• Step2_param_5

パラメータは、ベースラインのさまざまな部分で使用できます。以下の例では、REST ステップの URL フィールドのパ
ラメータを示します。

http://{{WSSERVER}}:{{WSPORT}}/TestAppParameter/rest/testmethods/{{Step1_url_param_3}}

以下のプロパティを使用して、最小の長さおよび除外文字列を設定できます。

• lisa.pathfinder.stateful.baseline.parameter.string.min.length
• lisa.pathfinder.stateful.baseline.parameter.string.exclusion

これらのプロパティの詳細については、「DevTest プロパティ ファイル（lisa.properties）」を参照してください。

データ駆動ベースラインおよびパラメータ化

REST トランザクション フレームの XML 表現には、要求パラメータのセットを含めることができます。以下に例を示し
ます。

<RequestParameters>
<Parameter><Key>roleAdmin</Key><Value>on</Value></Parameter>
<Parameter><Key>password</Key><Value>test2</Value></Parameter>
<Parameter><Key>firstname</Key><Value>test2</Value></Parameter>
<Parameter><Key>phone</Key><Value>1234567</Value></Parameter>
<Parameter><Key>confirmpassword</Key><Value>test2</Value></Parameter>
<Parameter><Key>lastname</Key><Value>test2</Value></Parameter>
<Parameter><Key>useremail</Key><Value>test2@company.com</Value></Parameter>
<Parameter><Key>username</Key><Value>test2</Value></Parameter>
</RequestParameters>

フレームからデータ駆動ベースラインを作成する場合、Application Insight は URL のクエリ部分に  パラメータを追加し
ます。以下に例を示します。

http://{{SERVER}}:{{PORT}}/lisabank/createuser.do?
roleAdmin={{roleAdmin}}&password={{password}}&firstname={{firstname}}...

パラメータ化されるのは値のみであることに注意してください。キーはそのまま残ります。

URL とパラメータを表示するには、 に移動し、ベースラインで大容量データのデータ セットを開きます。

REST ベースライン コンテンツ

ステートフル REST ベースラインには、1 つ以上の REST ステップがあります。

ステートフル REST ベースラインを作成する場合、アサーションを追加するかどうか、する場合はどのアサーションを
追加するかを選択できます。
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有効なアサーションは、以下のとおりです。

• 応答コードの一致を確認。このアサーションは、実際の応答コードが予期される応答コードに一致することを確認し
ます。

• 応答の一致を確認。このアサーションは、実際の応答が予期される応答に一致することを確認します。アサーション
のタイプは、応答の形式が XML、JSON、または RAW テキストであるかどうかによって異なります。

• 応答に含まれることを確認。このアサーションは、実際の応答に予期される応答が含まれていることを確認します。

データ駆動型 REST ベースラインには、大容量データのデータ セットから読み取るテスト ステップがあります。テスト
ステップは、REST ステップまたはトランザクション フレームの実行ステップのいずれかです。

テスト ステップが REST ステップである場合、データ セットには URL、要求のボディ、予期される応答、応答コード
などの情報が含まれます。

テスト ステップがトランザクション フレームの実行ステップの場合は、データ セットにはトランザクション フレーム
および予期される応答が格納されます。

デフォルトでは、データ セットはグローバルではなく、ローカルです。

テスト ステップには、以下の 1 つ以上のアサーションが含まれます。

• 応答コードの一致を確認。このアサーションは、実際の応答コードが予期される応答コードに一致することを確認し
ます。

• 応答の一致を確認。このアサーションは、実際の応答が予期される応答に一致することを確認します。アサーション
のタイプは、応答の形式が XML、JSON、または RAW テキストであるかどうかによって異なります。

展開された REST ベースラインのテストケースは、データ駆動型 REST ベースラインに似ています。ただし、それらに
は大容量データのデータ セットが含まれません。代わりに、データはテスト ステップに格納されます。

HTTP クライアント コール

アプリケーションが POST、GET、PUT、および DELETE に対して Apache HttpClient API を使用して HTTP クライア
ント コールを行う場合、トランザクション フレームに REST カテゴリが割り当てられます。

代わりに、POST および GET コールを強制的に HTTP として分類するには、lisa.agent.rest.enabled プロパティを
rules.xml ファイルの agent エレメントに追加します。値を false に設定します。

<property key="lisa.agent.rest.enabled" value="false"/>

rules.xml ファイルの更新時にレジストリが実行されている場合は、レジストリを再起動します。

PUT および DELETE コールを強制的に HTTP として分類することはサポートされていません。

 

TIBCO BusinessWorks ベースライン
このセクションには、TIBCO BusinessWorks ベースラインに関する情報を提供する以下のページがあります。

TIBCO BusinessWorks ベースラインの生成

Application Insight データベースのトランザクションのセットから TIBCO ActiveMatrix BusinessWorks ベースラインを生
成するには、以下の手順に従います。
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［ステップ生成］フィールドでは［アプリケーション テスト ステップの使用］オプションを選択することはできませ
ん。有効な唯一のオプションは［トランザクション フレーム ステップの使用］です。

以下の手順に従います。

1. TIBCO ActiveMatrix BusinessWorks トランザクション フレームをシェルフに追加します。
2. シェルフを開

き、
をクリックします。

3. デフォルトの名前を変更するに

は、
をクリックし、名前を編集してから

をクリックして保存します。
4. 名前の左側に表示されるプラス記号をクリックします。
5. ［作成モード］フィールドが有効な場合は、ベースライン タイプを選択します。
6. （オプション）マジック デートを使用するようにベースラインを設定します。

– テスト ケースにマジック デートを適用
ベースライン テスト ケースまたはスイート内の日付文字列を変数定義文字列に変換します。たとえば、特定の日
時が含まれる文字列の代わりに、文字列に現在の日時から 7 日を指定する関数を含めることができます。この動作
は、CA Service Virtualization のマジック デートの doDateDeltaFromCurrent フォームと同等です。このオプショ
ンがサポートされていない場合、オプションは表示されません。

7. （オプション）［ファイルの選択］をクリックし、ベースライン用のテスト テンプレートを選択します。
8. （オプション）マージされたフレームを表示および管理するには、以下の手順に従います。

a. ［フレームのリス

ト］
をクリックして、フレームを表示します。
右側のペインにフレームがリスト表示されます。REST、Web HTTP、および Web サービスのフレームでは、プ
ロトコル、メソッド、およびパス情報が表示されます。その他のすべてのフレームでは、カテゴリおよび操作の
情報が表示されます。JDBC のすべてのフレームには、SQL アクティビティという名前が付いています。SQL 情
報を表示するには、JDBC フレーム上にマウス ポインタを置きます。

b. フレームをリスト内で上下にドラッグ アンド ドロップすると、順序を変更できます。
c. ［X］をクリックして［続行］をクリックすると、リストからフレームを削除できます。

9. ［Next］をクリックします。
10.ベースラインが作成されるプロジェクトを選択します。
11.（オプション）名前のプレフィックスを編集します。デフォルトのプレフィックスは、ユーザ名です。
12.ベースライン作成後にシェルフのトランザクションを保持または削除するオプションを選択し、［終了］をクリック
します。
［進行中のジョブ］ダイアログ ボックスが開きます。

13.ツールヒントをポイントし、アーティファクトの場所に移動する、またはエラー メッセージを表示するリンクをク
リックします。

TIBCO BusinessWorks ベースラインの内容

統合された TIBCO ActiveMatrix BusinessWorks ベースラインには、大容量データのデータ セットから読み取るトランザ
クション フレームの実行ステップが含まれます。

データ セットには以下の情報が含まれます。
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• Agent name
• トランザクション フレーム
• 予期される応答

デフォルトでは、データ セットはグローバルではなく、ローカルです。

トランザクション フレームの実行ステップには、「応答の値の一致を確認」という名前のグラフィカル XML 比較アサー
ションが含まれます。このアサーションは、実際の応答が予期される応答に一致することを確認します。

展開された TIBCO ActiveMatrix BusinessWorks ベースラインのテスト ケースには、トランザクション フレームの実行
ステップがあります。

TIBCO Enterprise Message Service ベースライン
ベースライン機能は、TIBCO Enterprise Message Service （EMS）に対してサポートされています。

手順は、JMS ベースラインの手順と同じです。ただし、開始する前に、LISA_HOME\lib ディレクトリに tibjms.jar ファ
イルをコピーします。

Web HTTP ベースライン
このセクションには、Web HTTP ベースラインに関する情報を提供する以下のページがあります。

Web HTTP ベースラインの生成

Application Insight データベースのトランザクションのセットから Web HTTP ベースラインを生成するには、以下の手順
に従います。

署名された Web HTTP トランザクションがサポートされています。ただし、Application Insight は、SSL 情報をベース
ラインに保存しません。SSL 情報が必要な場合は、生成されたベースラインの以下のフィールドを設定します。

• SSL キーストア ファイル
• SSL キーストア パスワード
• SSL キー エイリアス
• SSL キー パスワード

これらのフィールドは、HTTP/HTML 要求ステップにあります。

ステートフルおよびデータ駆動のベースラインではパラメータ化がサポートされます。パラメータ化の目的は、新しい
データでのベースラインの更新をより簡単にすることです。

以下の手順に従います。

1. 1 つ以上の Web HTTP トランザクション フレームをシェルフに追加します。
2. シェルフを開

き、
をクリックします。

3. デフォルトの名前を変更するに

は、
をクリックし、名前を編集してから

をクリックして保存します。
4. 名前の左側に表示されるプラス記号をクリックします。
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5. ［作成モード］フィールドが有効な場合は、ベースライン タイプを選択します。
6. ［ステップ生成］フィールドが有効な場合は、以下のオプションのいずれかを選択します。

– アプリケーション テスト ステップの使用
 
ベースラインには、シェルフに追加したトランザクション フレームに対応するステップが含まれます。たとえ
ば、SOAP フレームを選択すると、Web サービス実行（XML）ステップが含まれるベースラインになります。ス
テップは、実行時にテスト中のシステムをコールします。

– トランザクション フレーム ステップの使用
 
ベースラインには、トランザクション フレームの実行ステップが含まれます。テスト中のシステムは、実行時に
呼び出されません。代わりに、エージェントは JVM メモリ内のトランザクションを再生します。

 
7. ステートフル ベースライン フィールドを使用できる場合には、必要に応じてそれらを設定します。

– HTTP ユーザ
Web アプリケーションのユーザ名を示します。Application Insight は値を暗号化して、結果をベースラインの
Authorization ヘッダ フィールドに追加します。

– Http Password
Web アプリケーションのユーザ パスワードを示します。Application Insight は値を暗号化して、結果をベースライ
ンの Authorization ヘッダ フィールドに追加します。

– アサーション オプション
1 つまたは 2 つのアサーションをベースラインに追加できます。
追加できる最初のアサーションには、「応答コードの一致を確認」という名前が付けられます。追加できる 2 番目
のアサーションには、「応答コードの一致を確認」または「アサーション応答に含まれる」という名前が付けられ
ます。
各アサーションに対して、アサーションが false を返した場合の動作を指定します。テストの失敗、エラーの生
成、警告の生成を選択できます。

8. （オプション）マジック デートを使用するようにベースラインを設定します。
– テスト ケースにマジック デートを適用

 
ベースライン テスト ケースまたはスイート内の日付文字列を変数定義文字列に変換します。たとえば、特定の日
時が含まれる文字列の代わりに、文字列に現在の日時から 7 日を指定する関数を含めることができます。この動作
は、Service Virtualization のマジック デートの doDateDeltaFromCurrent フォームと同等です。このオプション
がサポートされていない場合、オプションは表示されません。

9. （オプション）データベースでの挿入、更新、削除を検証するようにベースラインを設定するには、［データベース
の検証］チェック ボックスをオンにします。

10.（オプション）［ファイルの選択］をクリックし、ベースライン用のテスト テンプレートを選択します。 
11.（オプション）ヘッダ情報を編集します。
12.（オプション）マージされたフレームを表示および管理するには、以下の手順に従います。

a. ［フレームのリスト］

をクリックして、フレームを表示します。
右側のペインにフレームがリスト表示されます。REST、Web HTTP、および Web サービスのフレームでは、プ
ロトコル、メソッド、およびパス情報が表示されます。その他のすべてのフレームでは、カテゴリおよび操作の
情報が表示されます。JDBC のすべてのフレームには、SQL アクティビティという名前が付いています。SQL 情
報を表示するには、JDBC フレーム上にマウス ポインタを置きます。

b. フレームをリスト内で上下にドラッグ アンド ドロップすると、順序を変更できます。
c. X をクリックして［続行］をクリックすると、リストからフレームが削除されます。
 

13.［Next］をクリックします。
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14.ベースラインが作成されるプロジェクトを選択します。
15.（オプション）名前のプレフィックスを編集します。デフォルトのプレフィックスは、ユーザ名です。
16.ベースライン作成後にシェルフのトランザクションを保持または削除するオプションを選択し、［終了］をクリック
します。
［進行中のジョブ］ダイアログ ボックスが開きます。

17.ツールヒントをポイントし、アーティファクトの場所に移動する、またはエラー メッセージを表示するリンクをク
リックします。

ステートフル ベースラインおよびパラメータ化

######を Web HTTP ステートフル ベースラインに追加できます。

ベースラインの作成時に、Application Insight はパラメータ化する以下の情報領域を確認します。

• URL クエリ文字列
たとえば、クエリ文字列を含む URL は http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=London のようになり
ます。

• 要求ボディ
キー/値ペアはパラメータ化の対象となります。

Application Insight は、1 つ以上のパラメータを作成した場合、それらをデータ セットに格納します。以下の例では、パ
ラメータの形式を示します。

• Step1_zip_1
• Step1_city_2
• Step1_type_3
• Step1_balance_4
• Step1_name_5

パラメータは、ベースラインのさまざまな部分で使用できます。以下の図は、HTTP/HTML 要求ステップの［POST パラ
メータ］セクションのパラメータを示しています。

  

データ駆動ベースラインおよびパラメータ化

Web HTTP GET トランザクション フレームの XML 表現には、要求パラメータのセットを含めることができます。以下
に例を示します。

<RequestParameters>
<Parameter><Key>cmd</Key><Value>add</Value></Parameter>
<Parameter><Key>pwd</Key><Value>example-pwd</Value></Parameter>
<Parameter><Key>user</Key><Value>webapp-41066911</Value></Parameter>
</RequestParameters>
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フレームからデータ駆動ベースラインを作成する場合、Application Insight は URL のクエリ部分に  パラメータを追加し
ます。以下に例を示します。

http://{{SERVER}}:{{PORT}}/lisabank/createuser.do?cmd={{cmd}}&pwd={{pwd}}&user={{user}}

パラメータ化されるのは値のみであることに注意してください。キーはそのまま残ります。

URL とパラメータを表示するには、 に移動し、ベースラインで大容量データのデータ セットを開きます。

コンテンツ タイプが application/x-www-form-urlencoded の Web HTTP POST トランザクション フレームの XML 表
現では、要求ボディでキー/値ペアを使用できます。以下に例を示します。

<req>
<!
[CDATA[username=test5&password=test5&confirmpassword=test5&firstname=test5&lastname=test5&roleAdmin=on&useremail=test5%40company.com&phone=1234567]] 
</req>

フレームからデータ駆動ベースラインを作成する場合、Application Insight はキーと値を  パラメータに置き換えます。

パラメータとその定義を表示するには、 に移動し、ベースラインを開きます。以下の図のように、HTTP/HTML 要求ス
テップの［POST パラメータ］セクションにパラメータが表示されます。

  

定義を表示するには、大容量データのデータ セットを開きます。

Web HTTP ベースラインの内容

ステートフル Web HTTP ベースラインには、1 つ以上の HTTP/HTML 要求ステップが含まれます。

各ステップには、応答コードの一致を確認アサーションが含まれます。このアサーションは、実際の応答コードが予期さ
れる応答コードに一致することを確認します。

応答の形式が XML の場合は、ステップに応答の一致を確認アサーションも含まれます。このアサーションは、実際の応
答が予期される応答に一致することを確認します。

データ駆動型 Web HTTP ベースラインには HTTP/HTML 要求ステップがあり、ここで大容量データのデータ セットから
の読み取りを行います。

データ セットには、URL、要求のボディ、予期される応答、応答コードなどの情報が含まれます。デフォルトでは、
データ セットはグローバルではなく、ローカルです。

テスト ステップには、応答コードの一致を確認アサーションが含まれます。応答の形式が XML の場合は、ステップに応
答の一致を確認アサーションも含まれます。
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展開された Web HTTP ベースラインのテストケースは、データ駆動型 Web HTTP ベースラインに似ています。ただし、
それらには大容量データのデータ セットが含まれません。代わりに、データはテスト ステップに格納されます。

HTTP クライアント コー#

アプリケーションが POST、GET、PUT、および DELETE に対して Apache HttpClient API を使用して HTTP クライア
ント コールを行う場合、トランザクション フレームに REST カテゴリが割り当てられます。

代わりに、POST および GET コールを強制的に HTTP として分類するには、lisa.agent.rest.enabled プロパティを
rules.xml ファイルの agent エレメントに追加します。値を false に設定します。

<property key="lisa.agent.rest.enabled" value="false"/>

rules.xml ファイルの更新時にレジストリが実行されている場合は、レジストリを再起動します。

PUT および DELETE コールを強制的に HTTP として分類することはサポートされていません。

 

Web サービスベースライン
このセクションには、Web サービス ベースラインに関する情報を提供する以下のページがあります。

Web サービス ベースラインの生成

Application Insight データベースのトランザクションのセットから Web サービス ベースラインを生成するには、以下の
手順に従います。

添付ファイルを持つ Web サービスはサポートされています。

署名付き SOAP メッセージは、IBM WebSphere Application Server 8.5 以外のすべてのプラットフォーム上でサポートさ
れています。ただし、Application Insight は、SSL 情報をベースラインに保存しません。SSL 情報が必要な場合は、生成
されたベースラインの以下のフィールドを設定します。

• SSL キーストア ファイル
• SSL キーストア パスワード
• SSL キー エイリアス
• SSL キー パスワード

これらのフィールドは、Web サービス実行（XML）ステップにあります。

この機能は、トランスポート レベルのセキュリティ（ポイント ツー ポイント セキュリティ モデル）をサポートしてい
ます。この機能は、署名付きメッセージ レベルのセキュリティ（エンド ツー エンド セキュリティ モデル）をサポート
していません。

以下の手順に従います。

1. 1 つ以上の Web サービス トランザクション フレームをシェルフに追加します。
2. シェルフを開

き、
をクリックします。

3. デフォルトの名前を変更するに

は、
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をクリック
し、
をクリックして保存します。

4. 名前の左側に表示されるプラス記号をクリックします。
5. ［作成モード］フィールドが有効な場合は、ベースライン タイプを選択します。
6. ［ステップ生成］フィールドが有効な場合は、以下のオプションのいずれかを選択します。

– アプリケーション テスト ステップの使用
ベースラインには、シェルフに追加したトランザクション フレームに対応するステップが含まれます。たとえ
ば、SOAP フレームを選択すると、Web サービス実行（XML）ステップが含まれるベースラインになります。ス
テップは、実行時にテスト中のシステムをコールします。

– トランザクション フレーム ステップの使用
ベースラインには、トランザクション フレームの実行ステップが含まれます。テスト中のシステムは、実行時に
呼び出されません。代わりに、エージェントは JVM メモリ内のトランザクションを再生します。

7. ステートフル ベースライン フィールドを使用できる場合には、必要に応じてそれらを設定します。
– パラメータ レベル
パラメータ化を有効にするかどうかを示します。有効にする場合には、値のみの一致、またはキーと値の両方の一
致を示します。このフィールドは、REST および Web サービスのトランザクションが含まれる場合に有効になり
ます。デフォルトは［無効］です。［データベースの検証］チェックボックスを選択すると、［パラメータ レベ
ル］フィールドが無効になり、［値］オプションが表示されます。

– HTTP ユーザ
Web アプリケーションのユーザ名を示します。Application Insight は値を暗号化して、結果をベースラインの
Authorization ヘッダ フィールドに追加します。

– Http Password
Web アプリケーションのユーザ パスワードを示します。Application Insight は値を暗号化して、結果をベースライ
ンの Authorization ヘッダ フィールドに追加します。

– アサーション オプション
1 つまたは 2 つのアサーションをベースラインに追加できます。
追加できる最初のアサーションには、「応答コードの一致を確認」という名前が付けられます。追加できる 2 番目
のアサーションには、「応答コードの一致を確認」または「Assert Response Contains」という名前が付けられ
ます。
各アサーションに対して、アサーションが false を返した場合の動作を指定します。テストの失敗、エラーの生
成、警告の生成を選択できます。

8. （オプション）マジック デートを使用するようにベースラインを設定します。
– テスト ケースにマジック デートを適用
ベースライン テスト ケースまたはスイート内の日付文字列を変数定義文字列に変換します。たとえば、特定の日
時が含まれる文字列の代わりに、文字列に現在の日時から 7 日を指定する関数を含めることができます。この動作
は、CA Service Virtualization のマジック デートの doDateDeltaFromCurrent フォームと同等です。このオプショ
ンがサポートされていない場合、オプションは表示されません。

9. （オプション）データベースでの挿入、更新、削除を検証するようにベースラインを設定するには、［データベース
の検証］チェック ボックスをオンにします。

10.（オプション）［ファイルの選択］をクリックし、ベースライン用のテスト テンプレートを選択します。
11.（オプション）マージされたフレームを表示および管理するには、以下の手順に従います。

a. ［フレームのリス

ト］
をクリックして、フレームを表示します。
右側のペインにフレームがリスト表示されます。REST、Web HTTP、および Web サービスのフレームでは、プ
ロトコル、メソッド、およびパス情報が表示されます。その他のすべてのフレームでは、カテゴリおよび操作の
情報が表示されます。JDBC のすべてのフレームには、SQL アクティビティという名前が付いています。SQL 情
報を表示するには、JDBC フレーム上にマウス ポインタを置きます。
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b. フレームをリスト内で上下にドラッグ アンド ドロップすると、順序を変更できます。
c. ［X］をクリックして［続行］をクリックすると、リストからフレームを削除できます。

12.［Next］をクリックします。
13.ベースラインが作成されるプロジェクトを選択します。
14.（オプション）名前のプレフィックスを編集します。デフォルトのプレフィックスは、ユーザ名です。
15.ベースライン作成後にシェルフのトランザクションを保持または削除するオプションを選択し、［終了］をクリック
します。
［進行中のジョブ］ダイアログ ボックスが開きます。

16.ツールヒントをポイントし、アーティファクトの場所に移動する、またはエラー メッセージを表示するリンクをク
リックします。

ステートフル ベースラインおよびパラメータ化

######を Web サービス ステートフル ベースラインに追加できます。

ベースラインを作成する際に、Application Insight は要求と応答の共通項目の検出を試みます。

この動作を設定するには、以下のレベルのいずれかを指定します。

• 値のみの一致
• キーと値の一致

要求に以下の XML ボディがあると仮定します。

<addUser xmlns="http://ejb3.examples.itko.com/" userID=123>

 <username xmlns="">webapp-1381707309</username>

 <password xmlns="">example-pwd</password>

</addUser>

パラメータ レベルを値のみに設定すると、Application Insight は、123、webapp-1381707309、および example-pwd と
いう項目を確認します。

パラメータ レベルをキーと値に設定すると、Application Insight は、userID/123、username/webapp-1381707309、お
よび password/example-pwd という項目を確認します。

共通項目が検出された場合、Application Insight は 1 つ以上のパラメータを作成します。各パラメータはデータ セットに
格納されるか、フィルタに定義されます。以下の例では、パラメータの形式を示します。

• Step1_name_1
• Step1_param_2
• Step1_url_param_3
• Step1_rsp.filter_param_4
• Step2_param_5

パラメータは、ベースラインのさまざまな部分で使用できます。以下の例では、Web サービス実行（XML）ステップの
［RAW XML］タブのパラメータを示します。

 <username xmlns="">{{Step1_param_1}}</username>
 

以下のプロパティを使用して、最小の長さおよび除外文字列を設定できます。

• lisa.pathfinder.stateful.baseline.parameter.string.min.length
• lisa.pathfinder.stateful.baseline.parameter.string.exclusion

これらのプロパティの詳細については、「DevTest プロパティ ファイル（lisa.properties）」を参照してください。
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添付ファイルを持つ Web サービス

以下の添付ファイル タイプを持つ Web サービスのベースラインを生成できます。

• MIME
• DIME
• XOP
• MTOM

Application Insight では、1 つの Web サービスに複数の添付ファイルがある場合に、それらの添付ファイルのタイプが同
じであることを前提としています。

［トランザクション フレーム ステップの使用］オプションは、添付ファイルを持つ Web サービスに対してサポートさ
れていません。

添付ファイルを持つ送信 Web サービス コールは、サポートされていません。

ベースラインが作成される場合、添付ファイル コンテンツはフレームで保存されます。タイプは［Base64 Encoded］
です。

フレームが MTOM 添付ファイル トランザクションから生成される場合、ベースラインの添付ファイル タイプは XOP で
す。

デフォルトでは、添付ファイルの最大サイズは 10 MB です。添付ファイルがこれより大きい場合は、トランザクション
フレームは切り捨てられたものとしてマークされ、添付ファイル コンテンツはフレームに保存されません。

デフォルトの最大サイズを変更するには、［エージェント］ウィンドウに移動します。エージェントまたはオプションを
選択します。［設定］タブをクリックし、［トランザクション］カテゴリを選択します。［添付ファイルの最大サイズ］
プロパティを設定します。この値は、メガバイト単位ではなく、キロバイト単位の数値で設定します。その後、［保存］
をクリックします。

Web サービス ベースラインの内容

ステートフル Web サービス ベースラインには、1 つ以上の Web サービス実行（XML）ステップがあります。各ステッ
プには以下のアサーションが含まれます。

• 応答コードの一致を確認。このアサーションは、実際の応答コードが予期される応答コードに一致することを確認し
ます。

• 応答の一致を確認。このアサーションは、実際の応答が予期される応答に一致することを確認します。アサーション
のタイプは、応答の形式が XML、JSON、または RAW テキストであるかどうかによって異なります。

統合 Web サービス ベースラインには、大容量データのデータ セットから読み取るテスト ステップがあります。テスト
ステップは、Web サービス実行（XML）ステップまたはトランザクション フレームの実行ステップのいずれかです。

テスト ステップが Web サービス実行（XML）ステップの場合は、データ セットに URL、要求のボディ、予期される応
答、応答コードなどの情報が格納されます。データ セットには、Web サービス添付ファイルからのデータを含めること
もできます。

テスト ステップがトランザクション フレームの実行ステップの場合は、データ セットにはトランザクション フレーム
および予期される応答が格納されます。

デフォルトでは、データ セットはグローバルではなく、ローカルです。

テスト ステップには、以下の 1 つまたは両方のアサーションが含まれます。

• 応答コードの一致を確認。このアサーションは、実際の応答コードが予期される応答コードに一致することを確認し
ます。

• 応答の一致を確認。このアサーションは、実際の応答が予期される応答に一致することを確認します。アサーション
のタイプは、応答の形式が XML、JSON、または RAW テキストであるかどうかによって異なります。
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展開 Web サービス ベースラインのテスト ケースは、統合 Web サービス ベースラインに似ています。ただし、それら
には大容量データのデータ セットが含まれません。代わりに、データはテスト ステップに格納されます。

webMethods ベースライン
このセクションには、webMethods ベースラインに関する情報を提供する以下のページがあります。

webMethods ベースラインの生成

Application Insight データベースのトランザクションのセットから webMethods Integration Server ベースラインを生成す
るには、以下の手順に従います。

webMethods Integration Server には、フロー サービスおよびパイプラインの概念が含まれます。フロー サービスでは、
サービスのグループをカプセル化し、それらの間のデータのフローを管理できます。パイプラインは、フロー サービ
スに対する入力値および出力値が含まれるデータ構造です。フロー サービスにステップを追加して、サービスの呼び出
し、パイプラインのデータの変更などのアクションを実行できます。

フロー サービスはベースライン化される単位です。

前提条件

このアプリケーションで DevTest を使用するには、1 つ以上のファイルを DevTest で使用できるようにする必要があり
ます。詳細については、「Third-Party ファイル要件」を参照してください。

以下の手順に従います。

1. webMethods Integration Server トランザクション フレームをシェルフに追加します。
2. シェルフを開

き、
をクリックします。

3. デフォルトの名前を変更するに

は、
をクリックし、名前を編集してから

をクリックして保存します。
4. 名前の左側に表示されるプラス記号をクリックします。
5. ［作成モード］フィールドが有効な場合は、ベースライン タイプを選択します。
6. ［ステップ生成］フィールドが有効な場合は、以下のオプションのいずれかを選択します。

– アプリケーション テスト ステップの使用
ベースラインには、シェルフに追加したトランザクション フレームに対応するステップが含まれます。たとえ
ば、SOAP フレームを選択すると、Web サービス実行（XML）ステップが含まれるベースラインになります。ス
テップは、実行時にテスト中のシステムをコールします。

– トランザクション フレーム ステップの使用
ベースラインには、トランザクション フレームの実行ステップが含まれます。テスト中のシステムは、実行時に
呼び出されません。代わりに、エージェントは JVM メモリ内のトランザクションを再生します。

7. （オプション）マジック デートを使用するようにベースラインを設定します。
– テスト ケースにマジック デートを適用
ベースライン テスト ケースまたはスイート内の日付文字列を変数定義文字列に変換します。たとえば、特定の日
時が含まれる文字列の代わりに、文字列に現在の日時から 7 日を指定する関数を含めることができます。この動作
は、CA Service Virtualization のマジック デートの doDateDeltaFromCurrent フォームと同等です。このオプショ
ンがサポートされていない場合、オプションは表示されません。

 1156



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

8. （オプション）［ファイルの選択］をクリックし、ベースライン用のテスト テンプレートを選択します。
9. （オプション）マージされたフレームを表示および管理するには、以下の手順に従います

a. ［フレームのリス

ト］
をクリックして、フレームを表示します。
右側のペインにフレームがリスト表示されます。REST、Web HTTP、および Web サービスのフレームでは、プ
ロトコル、メソッド、およびパス情報が表示されます。その他のすべてのフレームでは、カテゴリおよび操作の
情報が表示されます。JDBC のすべてのフレームには、SQL アクティビティという名前が付いています。SQL 情
報を表示するには、JDBC フレーム上にマウス ポインタを置きます。

b. フレームをリスト内で上下にドラッグ アンド ドロップすると、順序を変更できます。
c. ［X］をクリックして［続行］をクリックすると、リストからフレームを削除できます。

10.［Next］をクリックします。
11.ベースラインが作成されるプロジェクトを選択します。
12.（オプション）名前のプレフィックスを編集します。デフォルトのプレフィックスは、ユーザ名です。
13.ベースライン作成後にシェルフのトランザクションを保持または削除するオプションを選択し、［終了］をクリック
します。
［進行中のジョブ］ダイアログ ボックスが開きます。

14.ツールヒントをポイントし、アーティファクトの場所に移動する、またはエラー メッセージを表示するリンクをク
リックします。

例： ユーザの更新

以下の図は、webMethods Integration Server フレームが含まれるパス グラフを示しています。この例のフロー サービス
には、updateUser という名前が付けられています。目的はデータベースにユーザの更新情報を送信することです。

NOTE
webMethods Integration Server フレームのいずれかを選択すると、トランザクション詳細ダイアログ ボックス
でパイプライン データを表示できます。

パス グラフに複数の webMethods Integration Server フレームが含まれる場合、ベースライン化するためにはフレーム
を 1 つ選択する必要があります。通常、エントリ ポイントを選択します。この例では、左端の webMethods Integration
Server フレームを選択します。

webMethods ベースラインの内容

統合 webMethods ベースラインには、大容量データのデータ セットから読み取るテスト ステップがあります。テスト
ステップは、webMethods Integration Server サービス ステップまたはトランザクション フレームの実行ステップのいず
れかです。

テスト ステップが webMethods Integration Server サービス ステップの場合は、データ セットに URL、要求のボディ、
予期される応答、応答コードなどの情報が格納されます。

テスト ステップがトランザクション フレームの実行ステップの場合は、データ セットにはエージェント名、トランザク
ション フレーム、および予期される応答が格納されます。

デフォルトでは、データ セットはグローバルではなく、ローカルです。
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テスト ステップには、以下の 1 つまたは両方のアサーションが含まれます。

• 応答コードの一致を確認。このアサーションは、実際の応答コードが予期される応答コードに一致することを確認し
ます。

• 応答の一致を確認。このアサーションは、実際の応答値が予期される応答値に一致することを確認します。

展開 webMethods ベースラインのテスト ケースは、統合 webMethods ベースラインに似ています。ただし、それらには
大容量データのデータ セットが含まれません。代わりに、データはテスト ステップに格納されます。

WebSphere MQ ベースライン
このセクションには、WebSphere MQ ベースラインに関する情報を提供する以下のページがあります。

WebSphere MQ ベースラインの生成

Application Insight データベースのトランザクションのセットから WebSphere MQ ベースラインを生成するには、以下
の手順に従います。

前提条件： このアプリケーションと共に  を使用するには、1 つまたは複数のファイルを  で使用可能にする必要があり
ます。詳細については、「Third-Party ファイル要件」を参照してください。 

以下の手順に従います。

1. 使用する WebSphere MQ シナリオを決定し、必要に応じて  Java エージェントを有効にします。
2. （オプション） rules.xml ファイル内の WebSphere MQ プロパティを設定します。
3. WebSphere MQ トランザクション フレームをシェルフに追加します。シェルフに追加するトランザクション フ
レームを選択するパス グラフには、複数の WebSphere MQ トランザクション フレームが含まれます。必ず###
WebSphere MQ トランザクション フレームを選択してください。

4. シェルフを開

き、
をクリックします。

5. デフォルトの名前を変更するに

は、
をクリックし、名前を編集してから

をクリックして保存します。
6. 名前の左側に表示されるプラス記号をクリックします。
7. ［作成モード］フィールドが有効な場合は、ベースライン タイプを選択します。
8. ［ステップ生成］フィールドが有効な場合は、以下のオプションのいずれかを選択します。

– アプリケーション テスト ステップの使用
 
ベースラインには、シェルフに追加したトランザクション フレームに対応するステップが含まれます。たとえ
ば、SOAP フレームを選択すると、Web サービス実行（XML）ステップが含まれるベースラインになります。ス
テップは、実行時にテスト中のシステムをコールします。

– トランザクション フレーム ステップの使用
 
ベースラインには、トランザクション フレームの実行ステップが含まれます。テスト中のシステムは、実行時に
呼び出されません。代わりに、エージェントは JVM メモリ内のトランザクションを再生します。

9. （オプション）マジック デートを使用するようにベースラインを設定します。
– テスト ケースにマジック デートを適用
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ベースライン テスト ケースまたはスイート内の日付文字列を変数定義文字列に変換します。たとえば、特定の日
時が含まれる文字列の代わりに、文字列に現在の日時から 7 日を指定する関数を含めることができます。この動作
は、Service Virtualization のマジック デートの doDateDeltaFromCurrent フォームと同等です。このオプション
がサポートされていない場合、オプションは表示されません。

10.（オプション）［ファイルの選択］をクリックし、ベースライン用のテスト テンプレートを選択します。 
11.（オプション）マージされたフレームを表示および管理するには、以下の手順に従います。

a. ［フレームのリスト］

をクリックして、フレームを表示します。
右側のペインにフレームがリスト表示されます。REST、Web HTTP、および Web サービスのフレームでは、プ
ロトコル、メソッド、およびパス情報が表示されます。その他のすべてのフレームでは、カテゴリおよび操作の
情報が表示されます。JDBC のすべてのフレームには、SQL アクティビティという名前が付いています。SQL 情
報を表示するには、JDBC フレーム上にマウス ポインタを置きます。

b. フレームをリスト内で上下にドラッグ アンド ドロップすると、順序を変更できます。
c. X をクリックして［続行］をクリックすると、リストからフレームが削除されます。
 

12.［Next］をクリックします。
13.ベースラインが作成されるプロジェクトを選択します。
14.（オプション）名前のプレフィックスを編集します。デフォルトのプレフィックスは、ユーザ名です。
15.ベースライン作成後にシェルフのトランザクションを保持または削除するオプションを選択し、［終了］をクリック
します。
［進行中のジョブ］ダイアログ ボックスが開きます。

16.ツールヒントをポイントし、アーティファクトの場所に移動する、またはエラー メッセージを表示するリンクをク
リックします。

WebSphere MQ ベースライン シナリオ

WebSphere MQ を使用する場合、クライアント、サーバ、またはクライアントとサーバの両方で  Java エージェントを
有効にできます。パス グラフの内容はシナリオによって異なります。

NOTE
は、エージェントが有効なクライアントのように動作する場合があります。この動作は、テスト ケースが IBM
WebSphere MQ ステップを使用してサービスを呼び出すときに発生します。

シナリオ 1： クライアントで有効、サービスでは有効でない

クライアントではエージェントが有効で、サービスではエージェントが有効ではありません。このシナリオは、エージェ
ントを有効にできない Windows またはメインフレーム ベースのサービスに対して実行される Java ベースのクライアン
トをシミュレートします。

ポータルでトランザクションの詳細を表示すると、パス グラフには 2 つのノードが含まれます。

最初のノードは要求を表します。メッセージ ボディを表示するには、ノードを選択し、［要求］タブをクリックしま
す。

2 番目のノードは応答を表します。メッセージ ボディを表示するには、ノードを選択し、［応答］タブをクリックしま
す。
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シナリオ 2： クライアントでは有効でない、サービスで有効

クライアントではエージェントが有効ではなく、サービスではエージェントが有効です。このシナリオは、Java ベース
のサービスに対して実行される、エージェントを有効にできない Windows またはメインフレーム ベースのクライアント
をシミュレートします。

ポータル内の最初のトランザクションは準備トランザクションです。サービス側のエージェントは、それがサービス側
で実行されていることを検出し、それ自体を初期化します。

後のトランザクションはシナリオ 1 と同じです。パス グラフには要求ノードおよび応答ノードが含まれます。

シナリオ 3： クライアントで有効、サービスで有効

クライアントとサービスの両方でエージェントが有効です。このシナリオは、Java ベースのサービスに対して実行され
る Java ベースのクライアントをシミュレートします。

ポータル内の最初のトランザクションは準備トランザクションです。サービス側のエージェントは、それがサービス側
で実行されていることを検出し、それ自体を初期化します。

後のトランザクションでは、パス グラフに 4 つのノードが含まれます。

• 最初のノードは、要求のクライアント PUT を表します。
• 2 番目のノードは、要求のサービス GET を表します。
• 3 番目のノードは、応答のサービス PUT を表します。
• 4 番目のノードは、応答のクライアント GET を表します。

WebSphere MQ ベースライン プロパティ

Java エージェントの設定ファイルの名前は、rules.xml です。

NOTE
このファイルの詳細については、「DevTest Java Agent」を参照してください。

WebSphere MQ ベースラインを作成する前に、rules.xml ファイルに QUEUE_REQUEST_MATCHES および
QUEUE_RESPONSE_MATCHES プロパティを追加できます。これらのプロパティは、どのキューが要求用か、どの
キューが応答用かを示します。

QUEUE_REQUEST_MATCHES および QUEUE_RESPONSE_MATCHES プロパティはオプションです。これらのプロ
パティが必要になるのは、メッセージが要求か応答かをエージェントが独力で判断できない場合のみです。

これらのプロパティを含める場合、プロパティ名の後にコロンおよび実際のキュー名を追加する必要があります。各プロ
パティの値は、ピリオドの後にアスタリスクが続きます。以下に例を示します。

<property key="QUEUE_REQUEST_MATCHES:ORDERS.REQUEST" value=".*"/>

<property key="QUEUE_RESPONSE_MATCHES:ORDERS.RESPONSE" value=".*"/>

WebSphere MQ ベースラインの内容

統合 WebSphere MQ ベースラインには、以下のステップがあります。

• 大容量データのデータ セットから読み取る何も実行しないステップ
• 要求を送信する WebSphere MQ ステップ
• 応答を受信する WebSphere MQ ステップ
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データ セットには、ベースライン内のトランザクションごとに異なる情報が含まれます。この情報には、要求ペイロー
ドおよび応答ペイロードが含まれます。

WebSphere MQ ステップでは、クライアント モードはネイティブ クライアントに設定されます。

最初の WebSphere MQ ステップは、データ セットからのデータを使用して要求を送信します。

2 番目の WebSphere MQ ステップは、応答を受信します。このステップには、「応答の一致を確認」という名前のグラ
フィカル XML 比較アサーションが含まれます。このアサーションは、実際の応答が予期される応答に一致することを確
認します。応答が一致しない場合は、エラーが生成されます。

また、テスト ケースには、メッセージ/相関 ID ジェネレータ データ セットを含めることができます。これは、相関 ID
として使用される 24 バイトのコードを生成します。

以下の図は、テスト ケースの例を示しています。

バイナリのペイロードは、統合 WebSphere MQ ベースラインの構造に影響します。ベースラインには、以下のステップ
があります。

• 大容量データのデータ セットから読み取る何も実行しないステップ
• Base64 文字列からバイトの配列に要求ペイロードをデコードする JavaScript ステップ
• 要求を送信する WebSphere MQ ステップ
• 応答を受信する WebSphere MQ ステップ
• バイトの配列から Base64 文字列に応答ペイロードをエンコードする JavaScript ステップ

大容量データのデータ セットには、元の要求ペイロードの 2 つのバージョン（人間が理解できるバージョンおよび
Base64 文字列）が含まれます。

大容量データのデータ セットには、元の応答ペイロードの 2 つのバージョン（人間が理解できるバージョンおよび
Base64 文字列）が含まれます。

2 番目の JavaScript ステップには、Check Base64 Response （Base64 応答のチェック）という名前のアサーションが
含まれます。このアサーションは、実際の応答の Base64 文字列が、予期される応答の Base64 文字列に一致することを
確認します。応答が一致しない場合は、エラーが生成されます。

展開 WebSphere MQ ベースラインのテスト ケースは、統合 WebSphere MQ ベースラインに似ています。ただし、それ
らには大容量データのデータ セットが含まれません。代わりに、データはステップに格納されます。

バイナリ ペイロードでは、テスト ケースに以下のステップがあります。

• 元の要求ペイロードの Base64 文字列が含まれる応答としてのテキストの解析ステップ
• ログ ファイルに元の要求ペイロードの人間が理解できるバージョンを書き込むログ メッセージの出力ステップ
• Base64 文字列からバイトの配列に実際の要求 ペイロードをデコードする JavaScript ステップ
• 要求を送信する WebSphere MQ ステップ
• 応答を受信する WebSphere MQ ステップ
• 元の応答ペイロードの Base 64 文字列が含まれる応答としてのテキストの解析ステップ
• ログ ファイルに元の応答ペイロードの人間が理解できるバージョンを書き込むログ メッセージの出力ステップ
• バイトの配列から Base64 文字列に実際の応答ペイロードをエンコードする JavaScript ステップ
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一般的なベースライン
「##########」という用語は、以下のプロトコル以外のプロトコルに対して生成されるベースラインを指します。

• EJB
• JMS
• REST
• TIBCO ActiveMatrix BusinessWorks
• TIBCO Enterprise Message Service（EMS）
• Web HTTP
• Web サービス
• webMethods Integration Server
• WebSphere MQ

このセクションには、以下のページがあります。

 

一般的なベースラインの生成

一般的なベースラインを生成するには、以下の手順に従います。

以下の手順に従います。

1. 1 つ以上のトランザクション フレームを、「一般的なベースライン」に示されているプロトコル以外のプロトコルの
シェルフに追加します。

2. シェルフを開

き、
をクリックします。

3. デフォルトの名前を変更するには、名前を選択し、編集してから

をクリックして保存します。
4. 名前の左側に表示されるプラス記号をクリックします。
5. ［作成モード］フィールドが有効な場合は、ベースライン タイプを選択します。
6. ［ステップ生成］フィールドが有効な場合は、以下のオプションのいずれかを選択します。

– アプリケーション テスト ステップの使用
ベースラインには、シェルフに追加したトランザクション フレームに対応するステップが含まれます。たとえ
ば、SOAP フレームを選択すると、Web サービス実行（XML）ステップが含まれるベースラインになります。ス
テップは、実行時にテスト中のシステムをコールします。

– トランザクション フレーム ステップの使用
ベースラインには、トランザクション フレームの実行ステップが含まれます。テスト中のシステムは、実行時に
呼び出されません。代わりに、エージェントは JVM メモリ内のトランザクションを再生します。

7. （オプション）マジック デートを使用するようにベースラインを設定します。
– テスト ケースにマジック デートを適用
ベースライン テスト ケースまたはスイート内の日付文字列を変数定義文字列に変換します。たとえば、特定の日
時が含まれる文字列の代わりに、文字列に現在の日時から 7 日を指定する関数を含めることができます。この動作
は、CA Service Virtualization のマジック デートの doDateDeltaFromCurrent フォームと同等です。このオプショ
ンがサポートされていない場合、オプションは表示されません。

8. （オプション）［ファイルの選択］をクリックし、ベースライン用のテスト テンプレートを選択します。
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9. （オプション）マージされたフレームを表示および管理するには、以下の手順に従います
a. ［フレームのリス

ト］
をクリックして、フレームを表示します。
右側のペインにフレームがリスト表示されます。REST、Web HTTP、および Web サービスのフレームでは、プ
ロトコル、メソッド、およびパス情報が表示されます。その他のすべてのフレームでは、カテゴリおよび操作の
情報が表示されます。JDBC のすべてのフレームには、SQL アクティビティという名前が付いています。SQL 情
報を表示するには、JDBC フレーム上にマウス ポインタを置きます。

b. フレームをリスト内で上下にドラッグ アンド ドロップすると、順序を変更できます。
c. ［X］をクリックして［続行］をクリックすると、リストからフレームを削除できます。

10.［作成］をクリックします。
11.ベースラインが作成されるプロジェクトを選択します。
12.（オプション）名前のプレフィックスを編集します。デフォルトのプレフィックスは、ユーザ名です。
13.ベースライン作成後にシェルフのトランザクションを保持または削除するオプションを選択します。
14.［作成］をクリックします。

一般的なベースライン スイート

統合された汎用ベースラインには、大容量データのデータ セットから読み取るテスト ステップがあります。テスト ス
テップは以下のいずれかです。

• パス グラフで選択したノードに対応するステップ
• トランザクション フレームの実行ステップ

テスト ステップに、パス グラフで選択したノードに対応するステップがある場合、データ セットには URL、要求のボ
ディ、予期される応答、応答コードなどの情報が含まれます。

テスト ステップがトランザクション フレームの実行ステップの場合は、データ セットにはトランザクション フレーム
および予期される応答が格納されます。

デフォルトでは、データ セットはグローバルではなく、ローカルです。

テスト ステップには、応答の値の一致を確認という名前のアサーションが含まれます。このアサーションは、実際の応
答値が予期される応答値に一致することを確認します。

展開された汎用ベースラインは、統合された汎用ベースラインに似ています。ただし、それらには大容量データのデータ
セットが含まれません。代わりに、データはテスト ステップに格納されます。

データベースの検証
ベースラインを  ポータルまたは Application Insight コマンド ライン ツールから作成した場合、ベースラインがデータ
ベースの検証を実行することを指定できます。挿入、更新、削除が正常に行われたことを確認するために 1 つまたは複
数のステップがベースラインに追加されます。

この機能は、ステートフルおよび展開されたベースラインで使用できますが、データ駆動型のベースラインでは使用でき
ません。データ駆動のベースラインは、すべてのトランザクションを 1 つのステップに統合し、データ セットを使用し
て各トランザクションのデータを格納します。この動作は、データベースの検証プロセスと互換性がありません。

以下のプロトコルで、この機能を使用できます。

• REST
• Web HTTP
• Web サービス
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データベースの検証を  ポータルで有効にした場合、有効な設定は［値］のみであるため、［パラメータ レベル］フィー
ルドは無効になります。 

サポートされているデータベース

以下のデータベースおよびドライバがサポートされています。

Apache Derby

Apache Derby データベースに対応する Apache Derby 4.2.3 JDBC ドライバ

Oracle

• Oracle 11g データベースに対応する Oracle 11g JDBC ドライバ
• Oracle 12c データベースに対応する Oracle 11g JDBC ドライバ

IBM DB2

• IBM DB2 9.5 データベースに対応する IBM DB2 9.5 JDBC ドライバ
• IBM DB2 9.8 データベースに対応する IBM DB2 9.5 JDBC ドライバ
• IBM DB2 10.5 データベースに対応する IBM DB2 9.5 JDBC ドライバ

Microsoft SQL Server

• Microsoft SQL Server 2008 R2 データベースに対応する Microsoft JDBC ドライバ 4.0
• Microsoft SQL Server 2012 データベースに対応する Microsoft JDBC ドライバ 4.0
• Microsoft SQL Server 2008 R2 データベースに対応する jTDS 1.3.1 JDBC ドライバ
• Microsoft SQL Server 2012 データベースに対応する jTDS 1.3.1 JDBC ドライバ

PostgreSQL

• PostgreSQL 9.6.11 に対応する PostgreSQL JDBC ドライバ 42.2.5
• PostgreSQL 10.6 に対応する PostgreSQL JDBC ドライバ 42.2.5
• PostgreSQL 11.1 に対応する PostgreSQL JDBC ドライバ 42.2.5

データベース検証ステップを含むベースラインを実行する前に、LISA_HOME\lib\shared ディレクトリにドライバがあ
ることを確認します。

サポートされているデータ タイプ

以下のデータ タイプがサポートされています。

• 日付
• Float
• Double
• BigDecimal
• Byte
• 概要
• Int
• 詳細
• String
• CharacterStream
• NULL
• 時間
• タイムスタンプ
• ブール値

 1164



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

サポートされる SQL

以下の SQL 形式がサポートされています。

• Insert into {{table}} values ({{value1}}, {{ value2}});

• Insert into {{table}} ({{column1}}, {{column2}}) values ({{value1}}, {{ value2}});

• Insert into {{table}} ({{column1}}, {{column2}}) values (?, ?);

• Insert into {{table1}} ({{column1}}, {{column2}}) (select {{ column3}}, {{ column4}} from {{table2}} where {{condition}});

• Insert into {{table1}} ({{column1}}, {{column2}}) (select * from {{table2}} where {{condition}});

• Update {{table}} set {{column1}}={{value1}}, {{column2}}={{value2}} where {{condition}}
• Update {{table}} set {{column1}}={{value1}}, {{column2}}={{value2}} where {{condition with column1}}

• Update {{table}} set {{column1}}={{column2}} where {{condition}}

• Update {{table}} set {{column1}}=?, {{column2}}=? where {{column3}}=?

• Delete from {{table}} where {{condition}}

• Delete from {{table}} where {{column1}}=?

データベースの検証ステップ

ベースラインのデータベースの検証ステップは、SQL データベース実行（JDBC）ステップです。

以下の図は、データベース検証ステップを含むステートフル ベースラインを示します。

各ステップの名前には、検証されている SQL ステートメントのタイプとテーブル名が含まれています。以下に例を示し
ます。

• JDBC 検証 - INSERT - USERS
• JDBC 検証 - UPDATE - ACCOUNTS

各ステップの［ドキュメント］領域には、完全な SQL ステートメントが表示されます。

ステップのエディタを開くと、検証の実行に使用される SELECT ステートメントが表示されます。以下の例で
は、ACCOUNTS テーブルの更新が検証されます。
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SELECT * FROM ACCOUNTS WHERE (USER_ID = '{{Step1_param_14}}') AND (account_id =
 '{{Step1_JDBC_rsp.filter_id_17}}')

ステートメントでのパラメータの使用に注意してください。

ステートフルおよび展開されたベースラインの場合、各ステップには［結果セット サイズを確認］アサーションが含ま
れます。

展開されたベースラインの場合、各テスト ケースには失敗テスト ケース コンパニオンが含まれます。

NOTE
では、適切な精度レベルでデータベースの検証ステップを作成するのに十分な情報がない可能性があります。
ステップは生成されますが、名前が「Suggested」という用語で始まります。これらのステップは変更または
削除できます。

テスト テンプレート
ポータルまたは Application Insight コマンドライン ツールからベースラインを作成する際には、テスト ケースを指定し
てベースラインにそのステップを含めることができます。そのテスト ケースは、### ######と呼ばれます。

機能テストを作成する場合、この機能も使用可能です。

ポータルの以下のウィンドウで、テスト テンプレートを選択できます。

• Analyze Transactions
• Document Transactions

以下の図は、［トランザクションの分析］ウィンドウのテンプレート選択画面を示しています。

  

コマンドライン ツールからテンプレートを指定するには、--cai-template オプションを使用します。
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テンプレートには、CAI Template Place Holder という名前の「Do-Nothing」ステップを含める必要があります。この名
前は大文字と小文字を区別しません。

生成されたベースライン内で、ベースライン ステップは「何も実行しない」ステップの後に挿入されます。

テンプレートのコンパニオン、グローバル フィルタ、グローバル アサーション、およびその他のテスト レベル情報が
ベースラインに含まれます。

NOTE
テンプレートがベースラインとは別のプロジェクトにある場合、そのテンプレート内の任意のデータ セット
は、ベースライン プロジェクトの Data フォルダにはコピー#####。テンプレート プロジェクトからベースラ
イン プロジェクトにデータ セットを手動でコピーする必要があります。

例: Web アプリケーションのログイン

ベースラインには、エージェントがトランザクションをキャプチャしたときに使用された認証トークンを含めることがで
きます。web アプリケーションに新しいトークンが必要なため、ベースラインを実行すると、認証に失敗する場合があ
ります。ベースラインの作成中にテンプレートを追加すると、認証の失敗を防ぐのに役立ちます。

以下の図は、以下のステップが含まれるテンプレートを示しています。

• REST
• 何も実行しない
• ログ メッセージの出力

  

テンプレートには、Authorization ヘッダを定義する［HTTP ヘッダの挿入］グローバル フィルタが含まれていま
す。［ヘッダ値］ フィールドは、{{token_type}}{{space}}{{access_token}} に設定されます。［スキップ先ステッ
プ］フィールドは、何も実行しないステップをセットして、ヘッダがベースラインのすべての後続のステップで使用され
るようにします。{{space}} パラメータは、1 つのスペース文字として、project.config ファイルで定義されます。

REST ステップでは、ログイン API を呼び出します。REST ステップには、2 つの JSON パス フィルタが含まれます。

• 最初の JSON パス フィルタは、{{token_type}} プロパティに、トークンのタイプの値を保存します。
• 2 番目の JSON パス フィルタは、{{access_token}} プロパティにアクセス トークンの値を保存します。

「ログ メッセージの出力」ステップは、テストが完了していることを示し、トークンを表示します。

テンプレートには、アクセス トークンをベースライン比較から除外する JSON 除外ノード コンパニオンも含まれていま
す。

以下の図は、上記のテンプレートが指定されたステートフル ベースラインを示します。「何も実行しない」ステップと
「ログ メッセージの出力」ステップの間に追加されたステップに注意してください。
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ベースラインの実行
ステートフルまたは統合のベースラインを実行する手順は、展開されたベースラインを実行する手順とは異なります。

ステートフルまたは統合のベースラインを実行するには、以下のアクションのいずれかを実行します。

• クイック テストのステージング
• テスト ケースのステージング

クイック テストまたはテスト ケースのステージング方法の詳細については、「テスト ケースおよびスイートの実行」を
参照してください。

［統合ベースライン］タブで結果をモニタできます。

展開されたベースラインを実行する方法の詳細については、「テスト スイートの実行」を参照してください。

［ベースライン結果］パネルで結果をモニタできます。

［統合ベースライン］タブ
の［統合ベースライン］タブでは、実行時にベースライン テスト ケースをモニタおよび更新できます。
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以下のタスクのいずれかを実行すると、［統合ベースライン］タブがテスト モニタ ウィンドウに表示されます。

• ベースライン テスト ケースに対するクイック テストの実行
• ベースライン テスト ケースのステージングおよび実行

以下の図は、3 つのシナリオが含まれるベースライン テスト ケースの［統合ベースライン］タブを示しています。テス
ト ランで、最後のシナリオは失敗しています。差分ビューアには、最後のシナリオで問題が発生した箇所が表示されま
す。

タブの左側の部分には、ベースライン テスト ケースの大容量データのデータ セットの行が含まれます。各行にはステー
タス アイコンが含まれます。

• 灰色は、シナリオがまだ実行されていないことを示します。
• 緑と白い矢印は、シナリオが実行中であることを示します。
• 緑は、シナリオが成功したことを示します。
• 赤は、シナリオが失敗したことを示します。
• オレンジは、シナリオが停止されたことを示します。
• 黄色は、予期される応答が実際の応答で更新されたことを示します。

ベースライン テスト ケースが実行された後、結果を表示するために行を選択できます。シナリオが成功または失敗した
場合、差分ビューアには予期される応答および実際の応答が表示されます。すべての違いが強調表示されます。シナリオ
が停止された場合、サイクル履歴が代わりに表示されます。

［設定］タブを使用すると、比較オプションを変更できます。

NOTE
比較オプションの詳細については、「グラフィカル XML 比較」を参照してください。

下部のツールバーには以下のボタンが含まれます。

• 有効
後続のテスト ランにシナリオを含めます。設定した後、必ず［保存］をクリックしてください。

• 無効
シナリオが後続のテスト ランで実行されるのを防ぎます。設定した後、必ず［保存］をクリックしてください。

• 更新
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予期される応答を実際の応答で更新します。このアクションを実行できるのは、機能上のエラーが原因ではなく、テ
スト中のシステムが変更されたことが原因でシナリオが失敗した場合です。設定した後、必ず［保存］をクリックし
てください。

• 元に戻す
最新の変更を元に戻します。

• やり直し
最新の変更を再度実行します。

• 保存
行なわれたすべての変更を保存します。

［ベースライン結果］パネル
の［ベースライン結果］パネルでは、実行時にベースライン スイートをモニタおよび更新できます。

ベースライン スイートを実行すると、［スイートのステージングの実行］タブに［ベースライン結果］パネルが表示さ
れます。

以下の図は、3 つのテストを含むベースライン スイートの［ベースライン結果］パネルを示しています。最後のテスト
は失敗しました。差分ビューアには、最後のテストで問題が発生した箇所が表示されます。

各テストにはステータス アイコンが含まれます。

• 緑は、テストが成功したことを示します。
• 赤は、テストが失敗（テストを失敗にするアサーションが起動）したことを示します。
• オレンジは、テストが停止されたことを示します。たとえば、テスト ステップが予期しない例外をスローしていま
す。
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ベースライン スイートが実行された後、結果を表示するためにテストを選択できます。テストが成功または失敗した場
合、差分ビューアには予期される応答および実際の応答が表示されます。すべての違いが強調表示されます。テストが停
止された場合、サイクル履歴が代わりに表示されます。

テストが失敗した場合、以下のいずれかのアクションを実行できます。

• テストを選択して、［差分ビューア］タブの行を右クリックしてから、［無視］をクリックします。スイートの後続
の実行で、この行はスイートのすべてのテストに対してスキップされます。

• テストを選択して、下部の［無視］をクリックします。それ以降のスイートの実行で、このテストは実行されませ
ん。

• テストを選択して、下部の［更新］をクリックします。予期される応答が実際の応答で更新されます。

下部のツールバーには、以下のスイート全体のコマンドが含まれます。

• スイートの再実行
スイートを再実行します。

• レポートの表示
 ポータルに実行の統計を表示します。

動的な応答とトランザクション フレーム ステップ
ベースラインにトランザクション フレームの実行ステップがあると仮定します。

要求ごとに応答が変わる場合に、対話型テスト ラン（ITR）ユーティリティでトランザクション フレームの実行ステッ
プを実行すると、ハングするように見えます。

この問題は、以前にキャプチャされた応答に一致しようとするデフォルトのアサーションが原因で発生します。応答が変
わり続けるので、アサーションが失敗するのです。

それでも、トランザクション フレームの実行ステップを手動で実行できます。 ワークステーションでの手順を開
き、［実行］をクリックします。

ITR を機能させるには、以下のいずれかの方法で、XPath フィルタを使用したトランザクション フレームの実行ステッ
プの応答設定を更新します。

• XPath フィルタを手動で追加します。
• トランザクション フレームの実行ステップで、［応答］タブをクリックすると、［コンテンツの選択］サブタブが表
示されます。動的な応答を表すノードごとに、ノードを右クリックして、［無視］を選択します。そのノードが［除
外ノード］リストに追加されます。

トランザクション フレームからの要求/応答ペアの作成
シェルフに追加されたトランザクション フレームに対して要求/応答ペアが含まれるデータ セットを作成できます。要
求/応答ペアは、Application Insight からアップロードでき、 ポータルからまたは  からテストにインポートできます。

NOTE

データ セットを作成するには、CAI 管理権限でランタイム ユーザに対して抽出データ権限を設定する必要があ
ります。この権限の詳細については、「DevTest ポータルでの標準権限」を参照してください。

テスト エディタへの要求/応答ペアのインポートの詳細については、「ファイルからの要求/応答ペアのインポートによる
テストの作成」を参照してください。

以下のトランザクション タイプに対して要求/応答ペアを作成できます。
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• CICS
• JMS
• REST
• SOAP
• WebSphere MQ

要求/応答ペアを作成する際は、シェルフに追加されたトランザクション フレームに以下の条件が適用されます。

• JMS および WebSphere MQ のトランザクション フレームに対するメタ データ ファイルが作成されます。
• 1 つのフレームはフレームごとに 1 つの要求/応答ペアを生成します。
• マージされたフレームは、マージ パスでフレームごとに要求/応答ペアを生成します。
• 発生したすべてのフレームは、フレーム名に一致する各フレームに対して要求/応答ペアを生成します。
• フレームは、エージェントごとに、各プロトコルで 1 つの要求/応答ペアの zip ファイルに統合されます。
• 発生したすべてのトランザクションは、同じプロトコルの他のフレームがシェルフに追加される場合でも、個別の zip
ファイルを持ちます。

要求/応答ペアの zip ファイルでは、命名規則として、(プレフィックス)_(トラン
ザクション フレーム名)_rrpairs_(UTC タイムスタンプ).zip が使用されます。例：
admin_1426740114537_itkoExamplesEJB3AccountControlBean_getTransactions_rrpairs_1426751389290.zip

REST および SOAP 用の zip ファイル内のファイルには、以下の命名規則が使用されます。

• (プレフィックス)_(トランザクション フレーム名)_rrpairs_(フレーム タイプ)-n-req.txt
• (プレフィックス)_(トランザクション フレーム名)_rrpairs_(フレーム タイプ)-n-rsp.txt

JMS および WebSphere MQ に対する Zip ファイル内のファイルには、以下の命名規則が使用されます。

• (プレフィックス)_(トランザクション フレーム名)_rrpairs_(フレーム タイプ)-n-req.txt
• (プレフィックス)_(トランザクション フレーム名)_rrpairs_(フレーム タイプ)-n-req-meta.properties
• (プレフィックス)_(トランザクション フレーム名)_rrpairs_(フレーム タイプ)-n-rsp.txt
• (プレフィックス)_(トランザクション フレーム名)_rrpairs_(フレーム タイプ)-n-rsp-meta.properties

n は、名前が重複するトランザクション フレームに割り当てられる数値を表します。

以下の手順に従います。

1. 1 つ以上のトランザクション フレームをシェルフに追加します。
2. シェルフを開

き、
をクリックします。
データ セットを作成できるトランザクション フレームのみが表示されます。

3. デフォルトの名前を変更するに

は、
をクリックし、名前を編集してから

をクリックして保存します。
4. X をクリックし、要求/応答ペアを作成しないトランザクション フレームを削除します。
5. 要求/応答ペア用の統合されたトランザクション フレームのリストを表示するに

は、
をクリックします。
右側のペインには、名前およびメソッド別にトランザクションのリストが表示されます。

6. 要求/応答ペアのリストから統合されたトランザクション フレームを削除するには、右側のペインにあるトランザク
ション フレームの X をクリックします。
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フレームはリストからが削除され、生成された要求/応答ペアの zip ファイルに含まれていません。
7. 個々のトランザクション フレームから要求/応答ペアをダウンロードするに

は、
をクリックします。
zip ファイルが作成されます。

8. シェルフ内のすべてのトランザクション フレームに対して要求/応答ペアを作成するには、［次へ］をクリックしま
す。

9. データ セットが作成されるプロジェクトを選択します。
10.（オプション）名前プレフィックスを編集します。デフォルトのプレフィックスは、ユーザ名です。
11.データ セットの作成後にシェルフのトランザクションを保持または削除するオプションを選択します。
12.［終了］をクリックします。
［進行中のジョブ］ダイアログ ボックスが開き、ジョブのステータスが表示されます。

13.ツールヒントをポイントすると、要求/応答ペアに関する情報が表示されます。
要求/応答ペアが作成され、 で、指定されたプロジェクトの［データ］-［RR ペア］フォルダから使用できるように
なります。zip ファイル内のファイルを使用して、要求/応答ペアから新しい VS イメージを手動で作成することがで
きます。

Document Transactions
ビジネス トランザクションの文書化によって、システム アーキテクチャおよびデータのフローが可視化されます。この
可視化によって、バックエンド コードおよびデータベースで発生していることが明らかになります。

テスト トランザクションを記録し、生成されたバックエンド コールを分析して、テストを文書化します。テストが実行
されたら、予期された結果が実際の結果と一致するかどうかを判断します。1 つ以上のテストを比較できます。トランザ
クションは青色のピンでマークされてグラフィカル ビューに表示され、レコーディング中に発生した例外が特定されま
す。記録されたテスト ケースの名前は、ホーム ページのダッシュボードの［ポイント オブ インタレスト］リストに表
示されます。

［ドキュメント トランザクション］ウィンドウから、テストのトランザクションを文書化します。以下のタスクを実行
できます。

• テスト トランザクションの記録
• 保存されたトランザクション レコーディングの検索
• レコーディングの表示および分析
• 記録されたトランザクションからのドキュメントの作成
• レコーディングの削除
• レコーディングの比較
• レコーディングの差異を表示するビュー
• 記録されたトランザクションのエクスポート
• 記録されたトランザクションのインポート
• 記録されたトランザクション用の機能テストの作成

Google Chrome ブラウザ用の  拡張でも、トランザクションの文書化がサポートされます。

 

NOTE

詳細情報：

• 手動テストのトランザクションの文書化
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トランザクションの文書化のトラブルシューティング
このページでは、トランザクションの文書化のトラブルシューティングについて説明します。

問題の状況：

レコーディングを開始してからアプリケーションを実行しても、待機する時間に関係なくキャプチャされたフレームのリ
ストが空になります。［トランザクションの分析］ウィンドウにはフレームが表示されます。

解決方法：

コンピュータに複数の IP アドレスがある場合は、ユーザが入力したものとは別の IP アドレスをエージェントが選択して
いる可能性があります。以下の手順を試してください。

1. ［トランザクションの分析］ウィンドウに移動します。
2. トランザクション詳細ダイアログ ボックスを開き、［XML］タブを選択します。
3. rip 属性を検索します。この値は、リモート IP アドレスを指定します。
4. ［ドキュメント トランザクション］ウィンドウでは、その IP アドレスを使用します。

ネイティブ MQ アプリケーション インサイト
ネイティブ MQ Application Insight は、キュー マネージャのキューに対する get コールと put コールをモニタする
WebSphere MQ API 出口です。ネイティブ MQ Application Insight は、ITKO_PATHFINDER という名前の特別なキュー
に get コールと put コールをコピーします。 ポータルで表示できるトランザクションをアセンブルするために、個別の 
コンポーネントは ITKO_PATHFINDER キューのデータを使用します。仮想サービス、ベースラインなどを作成するため
にトランザクションを使用できます。

この機能は、WebSphere MQ 6.0 および 7.1 に対してサポートされています。

以下の図は、ネイティブ MQ Application Insight がどのように動作するかの例を示しています。
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がインストールされているコンピュータ上の rules.xml ファイルが、WebSphere MQ がインストールされているコン
ピュータを指しています。図は、必要なプロパティを示しています。

キュー マネージャには、以下の 3 つのキューがあります。

• MyQueue1
• MyQueue2
• ITKO_PATHFINDER

ITKO_PATHFINDER キューには、MyQueue1 および MyQueue2 の get コールと put コールのコピーがあります。データ
はトランザクションに変換され、 ポータルに送信されます。

ネイティブ MQ Application Insight は、関連しない特定のタイプのキューを無視します。たとえば、SYSTEM. で始まる
名前のキューは無視されます。

MQPUT および MQPUT1 のコールが両方ともサポートされています。

ネイティブ MQ Application Insight の WebSphere MQ ユーザ権限

このセクションでは、ITKO_PATHFINDER キューにアクセスする WebSphere MQ ユーザに推奨される権限について説
明します。

キュー マネージャで、ユーザに +connect および +inq 権限を付与します。 

以下の例では、これらの権限を付与するのに setmqaut コマンドを使用します。

setmqaut -m MyQueueManager -t qmgr -p user1 +connect +inq

ユーザーに、ITKO_PATHFINDER キューに対する +get 権限を付与します。 

以下の例では、この権限を付与するのに setmqaut コマンドを使用します。

setmqaut -m MyQueueManager -n "ITKO_PATHFINDER" -t queue -p user1 +get

ITKO_PATHFINDER キューの作成
ネイティブ MQ Application Insight は、get コールと put コールのコピーを ITKO_PATHFINDER という名前のキューに配
置します。

キューがいっぱいになった場合は、最も古いメッセージが削除されます。

以下の手順に従います。

1. WebSphere MQ Explorer に移動します。
2. ITKO_PATHFINDER という名前のキューを作成します。このキューは、モニタするキューと同じキュー マネージャ
によって所有する必要があります。永続設定、キューの最大深度などは、任意に指定します。

ネイティブ MQ アプリケーション インサイト用の API 出口のインストール
LISA_HOME\agent\native_mq ディレクトリには、API 出口ファイルが含まれます。

以下の手順に従います。

1. WebSphere MQ をシャットダウンします。
2. LISA_HOME\agent\native_mq ディレクトリに移動します。
3. オペレーティング システムに応じて、適切な場所に出口をコピーします。

– Windows
MQ_HOME\exits ディレクトリに iTKO_MQ_Pathfinder.dll ファイルをコピーします。

– Linux
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/var/mqm/exits ディレクトリに iTKO_MQ_Pathfinder_linux および iTKO_MQ_Pathfinder_linux_r ファイルをコ
ピーします。これらのファイルは、mqm ユーザが所有している必要があります。これらのファイルには、読み取
りと実行のビット セット（chmod a+rx）が必要です。

– Linux 64 ビット
/var/mqm/exits64 ディレクトリに iTKO_MQ_Pathfinder_linux_x64 および iTKO_MQ_Pathfinder_linux_x64_r
ファイルをコピーします。これらのファイルは、mqm ユーザが所有している必要があります。これらのファイル
には、読み取りと実行のビット セット（chmod a+rx）が必要です。

– SUSE Linux 64 ビット
/var/mqm/exits64 ディレクトリに iTKO_MQ_Pathfinder_sles10.3_x64 および
iTKO_MQ_Pathfinder_sles10.3_x64_r ファイルをコピーします。これらのファイルは、mqm ユーザが所有して
いる必要があります。これらのファイルには、読み取りと実行のビット セット（chmod a+rx）が必要です。

– Solaris
/var/mqm/exits ディレクトリに iTKO_MQ_Pathfinder_sol_sparc ファイルをコピーします。このファイル
は、mqm ユーザが所有している必要があります。このファイルには、読み取りと実行のビット セット（chmod a
+rx）が必要です。

– Solaris 64 ビット
/var/mqm/exits64 ディレクトリに iTKO_MQ_Pathfinder_sol_sparc.64 ファイルをコピーし、.64 拡張子を削除し
ます。このファイルは、mqm ユーザが所有している必要があります。このファイルには、読み取りと実行のビッ
ト セット（chmod a+rx）が必要です。

– AIX
/var/mqm/exits ディレクトリに iTKO_MQ_Pathfinder_aix および iTKO_MQ_Pathfinder_aix_r ファイルをコピー
します。これらのファイルは、mqm ユーザが所有している必要があります。これらのファイルには、読み取りと
実行のビット セット（chmod a+rx）が必要です。

– AIX 64 ビット
/var/mqm/exits64 ディレクトリに iTKO_MQ_Pathfinder_aix.64 および iTKO_MQ_Pathfinder_aix_r.64 ファイル
をコピーし、.64 拡張子を削除します。これらのファイルは、mqm ユーザが所有している必要があります。これ
らのファイルには、読み取りと実行のビット セット（chmod a+rx）が必要です。

4. WebSphere MQ を再起動します。

ネイティブ MQ アプリケーション インサイト用の API 出口の設定
API 出口をインストールした後、モジュールおよびエントリ ポイントなどの情報を指定します。

WebSphere MQ 6.0 での出口の設定

以下の手順に従います。

1. WebSphere MQ Explorer に移動します。
2. 1 つのキュー マネージャに登録する場合は、キュー マネージャを右クリックして［Properties］を選択します。
3. すべてのキュー マネージャに登録する場合は、ルート ノードを右クリックして［Properties］を選択します。
4. ［Name］フィールドに、わかりやすい名前を入力します。
5. ［Function］フィールドに、EntryPoint を入力します。この値は、大文字と小文字が区別されます。
6. ［Module］フィールドに、インストールした API 出口ファイルのパスを入力します（例： /var/mqm/exits/

iTKO_MQ_Pathfinder_linux）。
7. ［OK］をクリックします。
8. WebSphere MQ を再起動します。
9. キューにテスト メッセージを送信します。
10. ITKO_PATHFINDER キューを参照し、テスト メッセージが反映されたことを確認します。
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WebSphere MQ 7.1 での出口の設定

以下の手順に従います。

1. WebSphere MQ Explorer に移動するか、または qm.ini 設定ファイルを開きます。
2. API 出口を実行するためにキュー マネージャを設定します。

– Name 属性を任意のわかりやすい名前に設定します。
– Function 属性を EntryPoint に設定します。この値は、大文字と小文字が区別されます。
– Module 属性をインストールした API 出口ファイル（例： /var/mqm/exits/iTKO_MQ_Pathfinder_linux）に設定
します。

– ネイティブ MQ Application Insight でログ ファイルを生成する場合は、ログ ファイルが書き込まれるディレクトリ
に Data 属性を設定します。

3. キュー マネージャを再起動します。
4. キューにテスト メッセージを送信します。
5. ITKO_PATHFINDER キューを参照し、テスト メッセージが反映されたことを確認します。

例： AIX の qm.ini API 出口の設定

以下の行を /var/mqm/qmgrs/[QueueManager]/qm.ini に追加します。[QueueManager] は、使用している環境での
キュー マネージャの名前です。

ApiExitLocal:

   Module=/var/mqm/exits64/iTKO_MQ_Pathfinder_aix

   Name=Pathfinder

   Sequence=100

   Function=EntryPoint

この例は、64 ビットのカーネル パッケージがインストールされている AIX システムに適用されます。システムが純粋な
32 ビットである場合は、Module 属性を /var/mqm/exits/iTKO_MQ_Pathfinder_aix に変更します。

/var/mqm/exits/ （32 ビット ライブラリ）および /var/mqm/exits64/（64 ビット ライブラリ）の両
方に、iTKO_MQ_Pathfinder_aix および iTKO_MQ_Pathfinder_aix_r をコピーすることもできま
す。Module=iTKO_MQ_Pathfinder_aix のように、相対パスを使用して Module 属性を設定します。このアクションに
より、グローバル WebSphere MQ 設定ファイル（/var/mqm/mqs.ini）で定義されているデフォルト ClientExitPath 属性
パスに基づいて、WebSphere MQ がライブラリの正しいバージョンを取得できます。/var/mqm/mqs.ini ファイルは、以
下の例のようなものです。

   DefaultPrefix=/var/mqm

ClientExitPath:

   ExitsDefaultPath=/var/mqm/exits

   ExitsDefaultPath64=/var/mqm/exits64
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ネイティブ MQ アプリケーション インサイト用のエージェント プロパティの設定
Java エージェント用の rules.xml ファイルには、設定する必要があるネイティブ MQ Application Insight プロパティの
セットが含まれます。

以下の手順に従います。

1. LISA_HOME ディレクトリに移動し、rules.xml ファイルを開きます。
2. 以下の必須プロパティを console エレメントに追加します。

MQMIRROR_HOST
WebSphere MQ が実行されているサーバのホスト名または IP アドレス。
MQMIRROR_PORT
WebSphere MQ が接続要求をリスンしているポート番号。
MQMIRROR_CHANNEL
キュー マネージャに接続するための WebSphere MQ チャネル。
MQMIRROR_QMNAME
モニタするキューを所有するキュー マネージャ。

3. WebSphere MQ にアクセスするためにユーザおよびパスワードを必要とする場合は、MQMIRROR_USER および
MQMIRROR_PASSWD プロパティを追加します。

4. 含めるキューを指定する場合は、MQMIRROR_INCLUDE_QUEUES プロパティを追加します。
5. 除外するキューを指定する場合、MQMIRROR_EXCLUDE_QUEUES プロパティを追加します。
6. WebSphere MQ がダウンした場合に、再接続を試行するまで待機するミリ秒数を指定するに
は、MQMIRROR_CONNECT_INTERVAL プロパティを追加します。

7. ［Save］をクリックします。
8. すべてのサービスを再開します。

例

この例には、すべての必要なプロパティ、およびオプションのプロパティの一部が含まれています。

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

<rules>

   <console>

      <property key="MQMIRROR_HOST" value="localhost"/>
      <property key="MQMIRROR_PORT" value="1414"/>
      <property key="MQMIRROR_CHANNEL" value="SYSTEM.DEF.SVRCONN"/>
      <property key="MQMIRROR_QMNAME" value="QueueManager"/>
      <property key="MQMIRROR_USER" value="mqm"/>
      <property key="MQMIRROR_PASSWD" value="mqmpass"/>
      <property key="MQMIRROR_INCLUDE_QUEUES" value="APP\.QUEUE.*"/>
      <property key="MQMIRROR_EXCLUDE_QUEUES" value="CICS_GATEWAY.*|SYSTEM.*"/>
      <property key="MQMIRROR_CONNECT_INTERVAL" value="5000"/>

    </console>

</rules>
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MQMIRROR_INCLUDE_QUEUES および MQMIRROR_EXCLUDE_QUEUES

デフォルトでは、ネイティブ MQ Application Insight は、キュー マネージャのすべてのキューをモニタします。
この動作を上書きするために MQMIRROR_INCLUDE_QUEUES および MQMIRROR_EXCLUDE_QUEUES プ
ロパティを使用できます。このプロパティ値は正規表現です。MQMIRROR_EXCLUDE_QUEUES プロパティは
MQMIRROR_INCLUDE_QUEUES プロパティよりも優先されます。

ドット文字が含まれるキュー名を指定する場合は、ドット文字の直前に円記号を配置します。

ドット文字を正規表現の要素として使用する場合は、円記号を含める必要はありません。

QUEUE_REQUEST_MATCHES および QUEUE_RESPONSE_MATCHES

各トランザクション フレームには、is request フラグと is response フラグが含まれています。トランザクション アセ
ンブラでは、フラグを使用して、完全な MQ トランザクションをまとめます。

MQ トランザクション フレームでは、これらのフラグは、MQ メッセージ ヘッダのメッセージのタイプ、相関 ID、返信
先のチェックに組み合わせに基づいて設定されます。

QUEUE_REQUEST_MATCHES および QUEUE_RESPONSE_MATCHES プロパティでは、この動作をオーバーライド
できます。以下に例を示します。

<property key="QUEUE_REQUEST_MATCHES:queue.in" value=".*"/>

<property key="QUEUE_RESPONSE_MATCHES:queue.out" value=".*substring.*"/>

プロパティ名の後にはコロンおよびキュー名が続く必要があります。値は、正規表現である必要があります。

正規表現は、MQ メッセージ ボディ全体に対してチェックされます。

• QUEUE_REQUEST_MATCHES プロパティがボディと一致する場合、要求フラグが設定されます。
• QUEUE_RESPONSE_MATCHES プロパティがボディと一致する場合、応答フラグが設定されます。
• 両方のプロパティがボディと一致する場合は、要求フラグが優先されます。

ITKO_PATHFINDER キューからのトランザクションの生成
LisaAgent.jar ファイルには、ITKO_PATHFINDER キューに反映されたメッセージに基づくトランザクションを作成す
るためのオプションが含まれます。

ブローカが別のコンピュータで実行されている場合、ブローカの URL を使用して -u オプションを指定する必要もあり
ます。

以下の手順に従います。

1. （WebSphere MQ 6）以下の JAR ファイルを MQ_HOME\java\lib ディレクトリから、LisaAgent.jar ファイルが存在
するディレクトリにコピーします。
– com.ibm.mq.jar
– com.ibm.mq.pcf.jar
– com.ibm.mqjms.jar
– connector.jar
– dhbcore.jar

2. （WebSphere MQ 7.1）以下の JAR ファイルを MQ_HOME\java\lib ディレクトリから、LisaAgent.jar ファイルが存
在するディレクトリにコピーします。
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– com.ibm.mq.commonservices.jar
– com.ibm.mq.headers.jar
– com.ibm.mq.jar
– com.ibm.mq.jmqi.jar
– com.ibm.mq.pcf.jar
– com.ibm.mqjms.jar
– connector.jar
– dhbcore.jar

3. TCP リスナが WebSphere MQ サーバでアライブであり、MQMIRROR_PORT プロパティに対して設定されたポート
でリスンしていることを確認します。

4. 以下のコマンドを実行します。
 java -jar LisaAgent.jar -m
 

メッセージは ITKO_PATHFINDER キューから取得され、トランザクションにアセンブルされます。 ポータルでトラ
ンザクションを表示できます。

メッセージ ミラーリングの停止および再開
キュー マネージャを再起動することなく、ITKO_PATHFINDER キューへのメッセージのコピーを停止することができま
す。

この機能は、WebSphere MQ のクライアント モードおよびバインド モードでサポートされます。

ディレクトリ設定

次のセクションでは、stopMirror.txt という名前のファイルを作成し、ディレクトリに配置します。デフォルトで、以下
のいずれかのディレクトリを使用する必要があります。

• （UNIX、Linux、AIX） /tmp
• （Windows） C:\temp

UNIX、Linux、および AIX 上にファイルを配置する必要があるディレクトリの場所を変更するには、以下の手順に従いま
す。

1. シェル プロンプトで、以下のコマンドを入力します。
# export LISA_HOME=/some/directory

2. 同じシェルで、キュー マネージャを停止して、再起動します。
3. 同じシェルで、アプリケーションを停止して再起動します。

Windows 上にファイルを配置する必要があるディレクトリの場所を変更するには、以下の手順に従います。

1. LISA_HOME という名前のグローバル環境変数を作成し、適切なディレクトリに値を設定します。
2. キュー マネージャを停止して、再起動します。

stopMirror.txt ファイルの追加

stopMirror.txt ファイルがあると、メッセージをコピーできません。

以下の手順に従います。

1. 名前が stopMirror.txt のファイルを作成します。ファイル名は大文字と小文字を区別します。このファイルは空にす
ることができます。

2. デフォルトのディレクトリ、または設定した新しいディレクトリにファイルを配置します。
メッセージが ITKO_PATHFINDER キューにコピーされなくなります。
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3. メッセージのコピーを再開するには、ファイルを削除するか、ファイルの名前を変更します。

ネイティブ MQ アプリケーション インサイトのトラブルシューティング
このページでは、ネイティブ MQ Application Insightの問題のトラブルシューティングについて説明します。

AIX の問題

API 出口ファイルを設定し、システムでアプリケーションに問題がある場合は、以下のタスクを実行します。

• WebSphere MQ の適切なディレクトリに、正しい出口ファイルをコピーしたことを確認します。
• /var/mqm/errors ディレクトリ内のエラー ログを確認します。

出口ライブラリがロードに失敗した場合、以下のようなエラーが表示される場合は、以降に表示されている回避策を試し
てください。

NOTE
32 ビット アプリケーションを使用する場合は、/var/mqm/exits/iTKO_MQ_Pathfinder_aix_r （つま
り、exits64 ではなく exits）が表示される可能性があります。

問題 1：

------------------------------------------------------------------------------

06/03/15 19:14:10 - Process(336040.1) User(mqm) Program(java)

AMQ6175: The system could not dynamically load the shared library

'/var/mqm/exits64/iTKO_MQ_Pathfinder_aix_r'. The system returned error number

'8' and error message 'Could not load module

/var/mqm/exits64/iTKO_MQ_Pathfinder_aix_r.

The module has an invalid magic number.'. The queue manager will continue without this module.

 

EXPLANATION:

This message applies to AIX systems. The shared library

'/var/mqm/exits64/iTKO_MQ_Pathfinder_aix_r' failed to load correctly due to a

problem with the library.

ACTION:

Check the file access permissions and that the file has not been corrupted.

----- amqxufnx.c : 1154 -------------------------------------------------------

06/03/15 19:14:10 - Process(336040.1) User(mqm) Program(java)

AMQ7214: The module for API Exit 'Pathfinder' could not be loaded.

 

EXPLANATION:

The module '/var/mqm/exits64/iTKO_MQ_Pathfinder_aix_r' for API Exit

'Pathfinder' could not be loaded for reason xecU_S_LOAD_FAILED.

ACTION:

Correct the problem with the API Exit module 'Pathfinder'.

----- amqzuax0.c : 634 --------------------------------------------------------

問題 2：

スレッドの例外 "main" java.lang.UnsatisfiedLinkError: /usr/mqm/java/lib64/libmqjbnd05.so: load ENOENT on shared
library(s) /usr/mqm/java/lib64/libmqjbnd05.so libc.a

回避策：

まず、AIX オペレーティング システムが 32 ビットか 64 ビット アーキテクチャかどうかを特定します。

# getconf KERNEL_BITMODE
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64

その後、WebSphere MQ インストール ディレクトリの libc.a にシンボリック リンクを作成します。デフォルトのディ
レクトリは、AIX 上の /usr/mqm です。「.a」の後のスペースとドット文字に注意してください。

# cd /usr/mqm/lib

# ln -s /usr/lib/libc_r.a .

# ln -s /usr/lib/libc.a .

アーキテクチャが 64 ビットの場合は、別のシンボリック リンクを作成します。「.a」の後のスペースとドット文字に注
意してください。

# cd /usr/mqm/lib64

# ln -s /usr/lib/libc_r.a .

# ln -s /usr/lib/libc.a .

最後に、シンボリック リンクまたはリンクが正しく作成されていることを確認します。

# ls -l /usr/mqm/lib64/libc*.a

lrwxrwxrwx 1 root system 15 Jun 4 21:23 /usr/mqm/lib64/libc.a -> /usr/lib/libc.a

lrwxrwxrwx 1 root system 17 Jun 4 21:23 /usr/mqm/lib64/libc_r.a -> /usr/lib/libc_r.a

 

# ls -l /usr/mqm/lib/libc*.a

lrwxrwxrwx 1 root system 15 Jun 5 18:05 /usr/mqm/lib/libc.a -> /usr/lib/libc.a

lrwxrwxrwx 1 root system 17 Jun 5 18:06 /usr/mqm/lib/libc_r.a -> /usr/lib/libc_r.a

Java アプリケーションが MQ ライブラリをロードできない

問題の状況：

スレッドの例外 "main" java.lang.UnsatisfiedLinkError: Can't find library mqjbnd05 (libmqjbnd05.a or .so) in
sun.boot.library.path or java.library.path

解決方法：

以下の環境を設定します。

LIBPATH=/usr/mqm/lib64:/usr/mqm/java/lib64/:/var/mqm/exits64/:/usr/lib:/lib; export LIBPATH (remove 64 if 32-

bit jre is used).

LD_LIBRARY_PATH="$LIBPATH"; export LD_LIBRARY_PATH

JAVA_VM_OPTS="-Djava.library.path=$LIBPATH $JAVA_VM_OPTS" (provide these options when starting your java

 process)

Application Insight コマンド ライン ツール
PFCmdLineTool コマンドでは、コマンド ラインからさまざまな Application Insight タスクを実行できます。

主なオプションは、--count、--roots、--paths、--export、--import、--baseline、および --virtualize です。

コマンドの形式は以下のとおりです。

PFCmdLineTool [--count|--roots|--paths|--export|--import|--baseline|--virtualize|--
help|--version] [task-specific options] [search-criteria]
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検索条件

--import 以外の主要なすべてのオプションでは、操作されるトランザクション フレームのセットは指定した検索条
件に一致するオプションによって定義されます。検索条件を指定するには、--from、--to、--localIP、--remoteIP、--
category、--class、--method、--session、--transaction、–agent、--min-time、--tag、および --max-frames のオプショ
ンを使用します。これらのオプションは、操作されるルート トランザクション フレームのセットを絞り込むために使用
されます。

あるいは、--frame オプションを使用して、検索結果を単一トランザクション フレームに制限できます。

• --from=開始時刻
必要なトランザクション フレームのウィンドウの開始時刻を指定します。yyyy-mm-dd または yyyy-mm-
ddThh:mm:ss のいずれかの形式を使用します。このオプションと --frame オプションが指定されない場合、現在の
日付の開始時刻が使用されます。

• --to=終了時刻
必要なトランザクション フレームのウィンドウの終了時刻を指定します。yyyy-mm-dd または yyyy-mm-
ddThh:mm:ss のいずれかの形式を使用します。このオプションと --frame オプションが指定されない場合、現在の
日付の終了時刻が使用されます。

• --localIP=IP アドレス
Application Insight が記録するクライアント側 IP アドレスを指定します。

• --remoteIP=IP アドレス
Application Insight が記録するサーバ側 IP アドレスを指定します。

• --category=カテゴリ
トランザクション フレームのタイプを指定します。このオプションを繰り返して指定することにより、複数のカテゴ
リを一度に検索できます。
値：
amx、client、dn_default、dn_remoting、dn_sql、ejb、gui、jca、jdbc、jms、logging、mq、rest_http、rmi、rmi_http、rmi_ssl、thread、throwable、tibco、web_http、web_https、wm、wps、ws_http、ws_https

• --class=クラス名
クラス名を指定します。この値は、完全なクラス名か、または「%」で終了する文字列（「前方一致」検索を実行）
のいずれかになります。

• --method=メソッド名
メソッド名を指定します。この値は、完全なメソッド名か、または「%」で終了する文字列（「前方一致」検索を実
行）のいずれかになります。

• --session=セッション ID
セッション識別子を指定します。

• --transaction=トランザクション ID
トランザクション識別子を指定します。

• --agent=エージェント名
必要なトランザクション フレームに対するソースであるエージェントの名前を指定します。

• --min-time=min-time
参照するトランザクション フレームの最小実行時間（ミリ秒）を指定します。この値より速く実行されるフレームは
フィルタで除外されます。

• --tag=名前、--tag=名前=値
トランザクション フレームと関連付けられたフレーム タグを指定します。名前のみ、または名前と値の両方を指定で
きます。このオプションを繰り返すことにより、複数のタグを一度に検索できます。

• --max-frames=最大フレーム数
取得されるルート トランザクション フレームの最大数を指定します。このオプションが指定されない場合、デフォル
トで 10000 になります。この最大数より多くのフレームが処理される場合があります。

• --frame=frame-id
必要な特定のトランザクション フレームの識別子を指定します。

• --username=フレーム名
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ユーザ名を指定します。このオプションは --import-docgen オプションと一緒にのみ使用されます。
• --password=フレーム名

 のパスワードを指定します。このオプションは --import-docgen オプションと一緒にのみ使用されます。

クエリの実行および表示

以下のオプションにより、トランザクションに対してクエリを実行し、トランザクションを表示できます。

• -c、--count
指定された検索条件に一致するルート トランザクション フレームの数を表示します。

• -r、--roots
指定された検索条件に一致するルート トランザクション フレームを表示します。

• -p、--paths
ルート トランザクション フレームのセットのトランザクション フレーム階層を表示します。

エクスポートおよびインポート

以下のオプションにより、パスをエクスポートおよびインポートできます。

• -e 出力 ZIP ファイル名、--export=出力 ZIP ファイル名
選択されたトランザクション フレームをデータベースからエクスポートします。

• -i 入力 ZIP ファイル名、--import=入力 ZIP ファイル名
トランザクションまたはドキュメントのレコーディングをデータベースにインポートします。このオプションでは、
検索条件を指定しても無視されます。ドキュメントのレコーディングをインポートする場合は、ユーザ名とパスワー
ドを指定する必要があります。

• --no-persist
インポート操作でデータを保持しないように指定します。インポート ファイルの検証のみが実行されます。

• --import-docgen=入力 ZIP ファイル名
ドキュメントのレコーディングをデータベースにインポートします。このオプションでは、検索条件を指定しても無
視されます。ユーザ名とパスワードを指定する必要があります。

NOTE

がデフォルトの Derby 以外のデータベースに接続される場合、rules.xml ファイルの broker エレメントにデー
タベースを指定する必要があります。

<database driver="yourdatabasedriver" url="yourdatabaseurl" user="yourdatabaseuser"
password="yourdatabasepassword"/>

この設定は、エージェントのライフスパンにおいて使用されます。

ベースライン

以下のオプションにより、ベースライン テスト ケースおよびスイートを作成できます。--to-dir オプションまたは --to-
project オプションが必要です。--baseline-template と --cai-template の両方を使用することはできません。

• -b 名前、--baseline=名前
選択されたトランザクション フレームに対するベースライン テストを生成します。

• --refer=フレーム ID
キー トランザクション フレームとして指定される特定のトランザクション フレームの識別子を指定します。このオ
プションが指定されない場合、クエリ結果内の最初のトランザクション フレームがキー トランザクション フレーム
として指定されます。

• --stateful
ステートフル ベースラインが生成されることを指定します。

• --consolidated
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統合ベースラインが生成されることを指定します。
• --force-tf-steps
ベースライン テストをトランザクション フレームの実行ステップのみを使用して生成するように指定します。このオ
プションが指定されない場合、使用可能なすべての Application Test テスト ステップが可能な限り使用されます。こ
のオプションは、添付ファイルを持つ Web サービスに対してサポートされていません。

• --magic-dates
ベースライン テストでマジック デート処理が適用されることを指定します。

• --baseline-template=baseline-template
ベースライン テストを生成するときに使用するテスト ケースのパスを指定します。このオプションは、統合ベースラ
インと展開されたベースラインのみをサポートします。

• --cai-template=cai-template
ベースライン テストを生成するときに使用するテスト テンプレートのパスを指定します。

• --http-user=http ユーザ
Web アプリケーションのユーザ名を示します。Application Insight は値を暗号化して、結果をベースラインの
Authorization ヘッダ フィールドに追加します。このオプションは、プロトコル REST、Web HTTP、および Web
サービスのステートフル ベースラインに適用可能です。

• --http-passwd=http パスワード
Web アプリケーションのユーザ パスワードを示します。Application Insight は値を暗号化して、結果をベースライン
の Authorization ヘッダ フィールドに追加します。このオプションは、プロトコル REST、Web HTTP、および Web
サービスのステートフル ベースラインに適用可能です。

• --param-level=パラメータ化レベル
REST および Web サービスのステートフル ベースラインのパラメータ化レベルを指定します。有効な値は 1 （値の
みに一致）および 2 （キーと値に一致）です。

• --assertion=アサーション タイプ
ステートフル ベースライン アサーション タイプを指定します。
値： 1、2、3。値が 1 に設定されていて、アサーションが false を返す場合には、テストは失敗します。値が 2 に
設定されていて、アサーションが false を返す場合には、テストは警告を生成します。値が 3 に設定されていて、ア
サーションが false を返す場合には、テストはエラーを生成します。デフォルト値は 1 です。

• --jndi-factory=factory-class-nameEJB ベースライン テストを生成する場合に使用する JNDI ファクトリ クラスを指
定します。

• --jndi-url=URL
EJB ベースライン テストを生成するときに使用する JNDI URL を指定します。

• --jndi-user=ユーザ ID
EJB ベースライン テストの生成時に使用する JNDI ユーザを指定します。

• --jndi-user-cred=ユーザ認証情報
EJB ベースライン テストを生成するときに使用する JNDI ユーザ認証情報を指定します。

• --to-dir=出力 PFI ファイル名
生成された PFI ファイルが書き込まれるディレクトリの名前を指定します。

• --to-project=LISA プロジェクト ディレクトリ
中間のインポート ファイルを必要とせずに、生成されたアーティファクトが書き込まれるプロジェクトのルート ディ
レクトリを指定します。--to-dir オプションの代替または追加オプションとして、このオプションを指定できます。

• --database-validation
HTTP、Web サービス、または REST トランザクションに対してデータベースの検証を実行します。

仮想化アーティファクト

以下のオプションにより、仮想化アーティファクトを生成できます。--to-dir オプションまたは --to-project オプション
が必要です。

• -v 名前、--virtualize=名前
選択されたトランザクション フレームに対する仮想化アーティファクトを生成します。

• --refer=フレーム ID
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キー トランザクション フレームとして指定される特定のトランザクション フレームの識別子を指定します。このオ
プションが指定されない場合、クエリ結果内の最初のトランザクション フレームがキー トランザクション フレーム
として指定されます。

• --force-stateless
サービス イメージを生成するとき、VSE 会話式処理が適用されることを指定します。

• --unknown-request-action=no_match|no_hijack
不明な要求に対して実行されるアクションを指定します。このオプションは、Java VSE に基づいて生成された仮想
化アーティファクトに適用されます。有効な値は、no_match （「一致なし」を返す）および no_hijack （仮想サー
ビスをバイパス）です。

• --to-dir=出力 PFI ファイル名
生成された PFI ファイルが書き込まれるディレクトリの名前を指定します。

• --to-project=LISA プロジェクト ディレクトリ
中間のインポート ファイルを必要とせずに、生成されたアーティファクトが書き込まれるプロジェクトのルート ディ
レクトリを指定します。--to-dir オプションの代替または追加オプションとして、このオプションを指定できます。

• --consolidate-by-name
選択したフレームと同じ名前のフレームのみを含めることを指定します。

• --vrs=file-location
レコーディングまたはインポートのすべての設定情報を含むレコーディング セッション ファイルの名前と場所を指定
します。--force-stateless オプションも指定されている場合、レコーディング セッション ファイルにこの情報が含ま
れているため無視されます。

エージェントの状態

以下のオプションでは、エージェントの指定された状態を確認できます。サポートされている唯一の状態は、エージェン
トが現在ディスパッチしているかどうかです。「dispatching」とは、トランザクションをキャプチャするアクションを
表します。

• --check
エージェントの指定された状態を確認します。

• --agent=エージェント名
エージェントの名前を指定します。

• --condition=状態
確認する状態を指定します。
値： Dispatching

• --check-timeout=秒数
タイムアウトになるまで待機する秒数を指定します。

キャプチャ レベル

以下のオプションでは、Java エージェントがキャプチャできる各プロトコルのキャプチャ レベルを変更できます。

NOTE
WebSphere MQ、JMS など、キューベースのクライアント/サーバ通信では、異なるキャプチャ レベルの設定
はサポートされていません。

• --set-weights
1 つ以上のプロトコルのキャプチャ レベルを変更します。

• --agent=エージェント名
エージェントの名前を指定します。

• --protocols="プロトコル[,プロトコル]"
プロトコル名を指定します。複数の値を含める場合は、値をカンマで区切ります。
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値： ALL、HTTP Client、HTTP
Server、Logging、Category、Exception、GUI、EJB、JMS、MQ、JCA、RCP、RMI、SAP、Tibco、WPS、WebMethods、JDBC、JAVA

• --weights="重み付け[,重み付け]"
プロトコルの重み付けを指定します。複数の値を含める場合は、値をカンマで区切ります。
値： 0、4、8。値 0 はカウントのレベルに相当します。値 4 はカウント数およびパスのレベルに相当します。値 8
は全データのレベルに相当します。

その他

以下のオプションも使用できます。

• --broker=ブローカ URL
ブローカ接続文字列を指定します。デフォルト値は tcp://localhost:2009 です。

• --search-frame
指定された検索条件に一致するトランザクション フレームを検索します。次のいずれかの引数を使用できます：
--frame-name、--method、--parent-frame-name、--child-frame-name、--category、--localIP、--remoteIP、--
class。

• --frame-name=フレーム名
検索するトランザクション フレームの名前を指定します。

• --parent-frame-name
検索する親トランザクション フレームの名前を指定します。

• --child-frame-name
検索する子トランザクション フレームの名前を指定します。

• -h、--help
ヘルプ テキストを表示します。

• --lds=large-dataset-file-name
統合ベースラインを作成せずに、選択したトランザクション フレームに対して大容量データ セット ファイルを生成
します。次のオプションも指定する必要があります： --frame-name、--from、--to、--to-dir。

• --version
バージョン番号を表示します。

例： ルート トランザクション フレームの表示

この例では、指定したエージェントおよび開始時刻のルート トランザクション フレームを表示する方法を示します。

PFCmdLineTool --roots --agent=JBoss_LISABank --from=2014-03-14T12:28:00

 

Frame ID                              Time                     Category  Local IP       Remote IP      Name     Exec Time

------------------------------------  -----------------------  --------  -------------  -------------  -------  ---------

c3a9c830-abae-11e3-
b937-0024d6ab5ce2  2014-03-14 12:28:04 660  web_http  10.132.92.143  10.132.92.143  Unknown  984 ms

例： トランザクション フレーム階層の表示

この例では、1 セットのルート トランザクション フレームのトランザクション フレーム階層を表示する方法を示しま
す。

 1188



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

PFCmdLineTool --paths --agent=JBoss_LISABank --from=2014-03-14T12:28:00

 

984 ms /lisabank/buttonclick.do (c3a9c830-abae-11e3-b937-0024d6ab5ce2)

   50 ms $Proxy93.getUser (c3c73b40-abae-11e3-b937-0024d6ab5ce2)

      37 ms EJB3UserControlBean.getUser (c3c8c1e0-abae-11e3-b937-0024d6ab5ce2)

         3 ms SQL Activity (1) (c3c8c1e0-abae-11e3-b937-0024d6ab5ce2-SQL)

例： ベースライン スイートの生成

この例では、ベースライン スイートを生成する方法を示します。

PFCmdLineTool --baseline=BaselineName --refer=c3c8c1e0-abae-11e3-b937-0024d6ab5ce2 --to-
dir=C:\DevTest

例： ステートフル ベースラインの生成

この例では、ステートフル ベースラインを生成する方法を示します。

PFCmdLineTool --baseline=BaselineName --stateful --from=2014-03-14T12:28:00 --
refer=c3c8c1e0-abae-11e3-b937-0024d6ab5ce2 --to-dir=C:\DevTest

例： テンプレートでベースラインを生成

この例では、ベースラインを生成するときにテスト テンプレートを指定する方法を示します。

PFCmdLineTool --baseline=BaselineName --consolidated --cai-template=C:\DevTest\Projects\MyProject\Tests

\template.tst --to-project=C:\DevTest\Projects\MyProject --from=2015-06-04T04:17:35 --to=2015-06-04T05:24:50

例： 仮想化アーティファクトの生成

この例では、仮想化アーティファクトを生成する方法を示します。

PFCmdLineTool --virtualize=VSEServiceName --from=2014-03-14T12:28:00 --refer=c3c8c1e0-
abae-11e3-b937-0024d6ab5ce2 --category=ejb --to-dir=C:\DevTest

例： エージェントの状態の確認

この例では、エージェントがトランザクションをキャプチャしているかどうかを確認する方法を示します。この出力は、
エージェントがトランザクションをキャプチャしていないことを示しています。
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PFCmdLineTool --check --agent=JBoss_LISABank --condition=Dispatching --check-timeout=10

Agent has not yet started dispatching.

例： キャプチャ レベルの設定

この例では、1 つのプロトコルのキャプチャ レベルを変更する方法を示します。

PFCmdLineTool --set-weights --agent=JBoss_LISABank --protocols=EJB --weights=8

この例では、複数のプロトコルのキャプチャ レベルを変更する方法を示します。引用符が使用されていることに注目し
てください。

PFCmdLineTool --set-weights --agent=JBoss_LISABank --protocols="EJB,JMS" --weights="8,4"

例： トランザクション フレームの検索

この例では、Application Insight が特定のトランザクション フレームをキャプチャしたかどうかをフレーム名によって確
認する方法を示します。検索によって複数の一致するフレームが見つかった場合、最新のフレームが表示されます。この
出力は名前、期間、および一意の識別子で構成されています。

PFCmdLineTool --search-frame --frame-name=EJB3AccountControlBean.addAccount --
from=2014-03-20T10:20:00

EJB3AccountControlBean.addAccount, 141 ms, 27ca1bd0-b03c-11e3-a8f1-005056ba138a

例： 大容量データ ファイルの生成

この例では、トランザクション フレームに対して大容量データ セット ファイルを生成する方法を示します。

PFCmdLineTool --lds=test1 --frame-name=/jmx-console/ --from=2015-05-20T11:00:00 --to=2015-05-20T11:01:00 --to-

dir=c:\test

例： 記録されたトランザクションのインポート

この例では、記録されたトランザクションを含む zip ファイルをインポートする方法を示します。

PFCmdLineTool --import=c:/docgen.zip --username=admin --password=admin

Application Insight コンパニオンへの VS トラフィック
Application Insight コンパニオンへの VS トラフィックは、仮想サービスを生成してアプリケーションを可視化するため
に、データを Application Insight データベースにプッシュします。このコンパニオンを仮想サービス モデルに追加する
と、以下のアクションを実行します。
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• モデルによって処理された要求およびそれに対応する応答をキャプチャする。
• 要求をトランザクション フレームとして Application Insight データベースに保存する。

このコンパニオンは、HTTP、JMS、および WebSphere MQ モデルをサポートしています。

前提条件

• アプリケーションからのメッセージが VSE レコーダによってキャプチャされます。
• 仮想サービス モデル ファイルが作成されました。仮想サービス モデルの作成の詳細については、「CA Service

Virtualization の使用」を参照してください。

以下の手順に従います。

1. 仮想サービス モデルを開きます。
2. 右側のパネルで［コンパニオン］を選択し、［追

加
］
をクリックします。
［コンパニオン］メニューが開きます。

3. ［仮想サービス環境］-［Application Insight コンパニオンへの VS トラフィック］を選択します。
4. 仮想サービス モデルを保存します。
5. 仮想サービスを右クリックし、［VSE@default に展開/再展開］を選択します。仮想サービスの展開の詳細について
は、「CA Service Virtualization の使用」を参照してください。
仮想サービスが VSE@default サーバに展開されたことを示すメッセージが表示されます。

6. 仮想サービスを呼び出します。
トランザクション フレームが作成されます。

NOTE
このコンパニオンによって作成されたトランザクション フレームが  ポータルに表示されます。その際、
仮想化を示すラベルが名前の最後に付加されます。HTTP トランザクションのコンポーネント名の一例
は、POST/itkoExamples/EJB3AccountControlBean(virtualized) です。コンポーネント名の詳細について
は、「パス グラフ」を参照してください。

7. ポータルに移動し、ベースライン テストを作成します。HTTP、JMS、および WebSphere プロトコルのベースライ
ン作成の詳細については、「ベースラインの作成」を参照してください。

8. ベースラインから  テストを作成します。
9. でテストを検証します。

Google Chrome 用の DevTest 拡張
Google Chrome ブラウザ用の  拡張では、以下のタスクを実行できます。

• HTTP トラフィックのキャプチャおよび分析
• チケットの作成
• 機能テストの作成
• ドキュメント トランザクション

この機能は、Chrome 拡張機能や Chrome プラグインとも呼ばれます。

拡張機能は、Chrome Developer Tools （DevTools）ウィンドウからアクセスできます。

この拡張機能では、以下のコンポーネントを実行する必要があります。

• エンタープライズ ダッシュボード サーバ
• レジストリ
• ブローカ
• ポータル
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レジストリ、ブローカ、およびポータル コンポーネントは、同じシステム上で実行されている必要があります。この要
件は、この拡張機能に固有のものです。 の他の部分については、ポータルは別のシステム上で実行できます。

拡張機能では、 Java エージェントの使用は必要ありません。

NOTE

詳細情報：

• Google Chrome 用の DevTest 拡張のインストールと設定
• Google Chrome 用の DevTest 拡張の使用

Google Chrome 用の DevTest 拡張のインストールと設定
拡張機能は、Chrome Web ストアからインストールします。必要に応じて、さまざまな設定タスクを実行します。

このページの手順は、Chrome ブラウザのバージョン 50 に基づいています。

拡張機能のインストール

拡張機能は、Chrome Web ストアから入手できます。Chrome Web ストアに直接アクセスするか、 ポータルからアクセ
スすることができます。

Chrome Web ストアにある拡張機能の名前は、CA SV/App Test Extension for Chrome です。

WARNING

Chrome バージョン 65 以降の場合は、DevTest Chrome 拡張機能バージョン 1.0.5.14 以降を使用する必要があ
ります。

以下の手順では、 ポータルから拡張機能をインストールする方法について説明します。

以下の手順に従います。

1. ポータルを開きます。
2. ユーザ名の右側にある矢印をクリックし、［サンドボックス］を選択します。
3. ［拡張機能をダウンロードします。］リンクをクリックします。
4. ［CHROME に追加］をクリックします。
ブラウザから、新しい拡張機能を確認するように求められます。

5. ［拡張機能を追加］をクリックします。

サーバ設定の設定

 サーバと通信するために、拡張機能はサーバ設定のグループを使用します。以下の手順では、値を変更する方法を示し
ます。

拡張機能とは異なるコンピュータに  サーバがインストールされている場合、［ホスト名］設定を変更してください。

以下の手順に従います。

1. Chrome メニュー アイコンをクリックし、［その他のツール］-［デベロッパー ツール］をクリックします。
2. ［CAI］をクリックします。
3. ［Server settings （サーバ設定）］アイコンをクリックします。
4. 以下の設定の 1 つ以上を変更します。

a. ホスト名
がインストールされているコンピュータの名前。デフォルト値は「localhost」です。
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プレフィックス「http://」または「https://」を使用してサーバ名を設定することができます。いずれも存在しない
場合のデフォルトの動作は、「http://」です。 コンポーネント間で SSL が有効な場合は、「https://」を使用する
必要があります。

b. Console Port (コンソール ポート)
の組み込み Web サーバのポート番号。デフォルト値は 1505 です。

c. Portal Port (ポータル ポート)
ポータルのポート番号。デフォルト値は 1507 です。

d. ユーザ名
Solutions へのアクセスに使用されるユーザ名。デフォルト値は admin です。

e. パスワード
Solutions へのアクセスに使用されるパスワード。デフォルト値は admin です。

5. ［Update (更新)］をクリックします。

含める URL と除外する URL

拡張機能により、URL を含めるか、除外するかを制御することができます。

NOTE
含める設定と除外する設定は相互に排他的です。含める設定と除外する設定の両方を同時に有効にすることは
できません。

デフォルトでは、拡張機能で特定のタイプの要求および応答 URL を除外するように設定されています。以下に例を示し
ます。

• .js で終了する URL を要求します。
• .png または .jpg で終了する要求 URL
• コンテンツ タイプが image/png または image/jpeg の応答
• コンテンツ タイプが application/javascript の応答

含める URL を設定すると、拡張機能はそれらの URL ##をキャプチャします。

以下の手順に従います。

1. Chrome メニュー アイコンをクリックし、［その他のツール］-［デベロッパー ツール］をクリックします。
2. ［CAI］をクリックします。
3. ［URL filters （URL フィルタ）］アイコンをクリックします。
4. 含む設定を行います。

a. ［Include URL （含める URL）］オプションを選択します。
b. 文字列または正規表現として含める URL を入力します。
c. ［Add (追加)］をクリックします。
d. 拡張インターフェースの左側のペインで選択されている任意のパスを含めるには、［Add selected paths （選択
されたパスの追加）］をクリックします。

5. 除外の設定を行います。
a. ［Exclude URL （除外する URL）］オプションを選択します。
b. 必要に応じて、要求フィルタの追加および削除を行うことができます。すべての要求フィルタを無効にすること
もできます。

c. 必要に応じて、応答フィルタの追加および削除を行うことができます。すべての応答フィルタを無効にすること
もできます。

d. 拡張インターフェースの左側のペインで選択されている任意のパスを除外するには、［Add selected paths （選
択されたパスの追加）］をクリックします。

6. 変更を保存し、現在のパスのリストに適用するには、［Save & Apply （保存して適用）］をクリックします。
7. 現在のパスのリストに適用せずに変更を保存するには、［Save (保存)］をクリックします。
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SSL 設定の設定

双方向 SSL のクライアント証明書情報を設定することができます。

以下の図は、構成設定が保存された後に、［SSL 設定］ダイアログ ボックスを示します。

以下の手順に従います。

1. Chrome メニュー アイコンをクリックし、［その他のツール］-［デベロッパー ツール］をクリックします。
2. ［CAI］をクリックします。
3. ［SSL settings （SSL 設定）］アイコンをクリックします。
4. ［Enable Client Certification （クライアント証明書を有効にする）］チェック ボックスをオンにします。
5. ［Choose File （ファイルの選択）］をクリックし、キー ストア ファイルを選択します。
6. キーストアのパスワード、キーのエイリアス、およびキー パスワードの値を入力します。
7. ［Save］をクリックします。
キーストア ファイルは、 サーバにアップロードされます。［File Path On Server （サーバ上のファイル パ
ス）］フィールドに、場所が表示されます。

Google Chrome 用の DevTest 拡張の使用
キャプチャする Web ページ内で拡張機能を開きます。その後で HTTP トラフィックのキャプチャと分析、チケットの作
成、機能のテストおよびドキュメント トランザクションの作成を行います。

このページの手順は、Chrome ブラウザのバージョン 50 に基づいています。

HTTP トラフィックのキャプチャおよび分析

任意の Web ページから HTTP トラフィックをキャプチャすることができます。

以下の図は、拡張インターフェースの左および中央のペインを示しています。これらのペインでは、キャプチャされたト
ラフィックに関する情報を表示できます。
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トランザクションの初期ステータスでは、赤い円に斜線が引かれていま
す 。
このステータスは、トランザクションがキャプチャされたが、まだ  サーバに保存されていないことを示します。

トランザクションが保存されると、ステータスは、緑色の円の中に白色のチェックマークが付いた状態に変わります

。

各トランザクションについて、以下の詳細を表示できます。

• エンドポイントに送信された要求
• エンドポイントから受信された応答
• トランザクション フレーム データ（JSON 形式）

トランザクション フレーム データには、エージェント ID とエージェント名が含まれています。これらの項目が表して
いるのは、 Java エージェントではなく、この拡張機能です。

双方向 SSL 用に SSL 設定を行った場合、トランザクション フレーム データに SSL 情報が含まれます。

この拡張機能は、HTTP トラフィック内の添付ファイルのコンテンツをキャプチャすることはできません。

また、 ポータルの［トランザクションの分析］ウィンドウにトランザクションを表示することもできます。これらのト
ランザクションの［エージェント］列には、値 ChromeDevTools-Agent が含まれます。

以下の手順に従います。

1. Web ページを開きます。
2. Chrome メニュー アイコンをクリックし、［その他のツール］-［デベロッパー ツール］をクリックします。
3. ［CAI］をクリックします。
4. （オプション）［Capture screenshots］チェック ボックスをオンにします。この機能は、HTML、JSON および

XML といったコンテンツ タイプでサポートされます。スクリーン ショットには、Chrome DevTools ウィンドウの背
後に隠れているページの部分は含まれません。Chrome DevTools ウィンドウをドッキング解除して、別のウィンドウ
にページの可視範囲を拡大できます。

5. （オプション）［Enable merging (inconsistent) （マージを有効にする（不整合）］チェック ボックスを選択しま
す。テスト中のシステムに  Java エージェントが構成されている場合、拡張機能は、作成されるトランザクション
と、 Java エージェントで作成されるより詳細なトランザクションをマージしようとします。ブローカのタイミング
の問題が原因でマージが成功しない場合があります。

6. Web ページで操作を実行します。
1 つ以上のトランザクションが左側のペインに表示されます。
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7. トランザクションをクリックします。
パス グラフが中央のペインに表示されます。

8. パス グラフの中のノードの詳細を表示するには、そのノードをクリックします。［Capture screenshots （スクリー
ンショットのキャプチャ）］チェック ボックスをオンにした場合、詳細にはスクリーンショットが含まれます。

9. 左側のペインにあるトランザクションを削除するには、［Clear all transaction panels （すべてのトランザクション
パネルをクリア）］アイコンをクリックします。

トランザクション フレームのシェルフへの追加

拡張機能には、 ポータルの［トランザクションの分析］ウィンドウにあるシェルフに似ているシェルフが含まれます。

NOTE
機能テストまたはドキュメント トランザクションを作成する前に、1 つ以上のトランザクション フレームを
シェルフに追加する必要があります。

シェルフは、右側のペインにあります。

以下の図では、一対のトランザクション フレームがシェルフの中にあります。

以下の手順では、［Shelve relevant (current session)］という名前のオプションについて説明します。現在のセッショ
ンで 2 回以上同じ HTTP コールを作成する場合、重複するコールは、関連するコールとして扱われます。このオプショ
ンを選択すると、これらの重複したコールのフレームがシェルフに追加されます。

以下の手順に従います。

1. 左側のペインに 1 つまたは複数のフレームをフェルフに追加するには、フレームごとにチェック ボックスをオンにし
［Shelve selected paths （シェルフ パスの選択）］アイコンをクリックします。

2. 左側のペインに REST フレームのみをシェルフに追加するには、［Shelve RESTful web service API
paths（RESTful Web サービス API パスをシェルフに追加）］アイコンをクリックします。

3. 左側のペインですべてのフレームをシェルフに追加するには、［Shelve all paths（すべてのパスをシェルフに追
加）］アイコンをクリックします。

4. パス グラフでフレームを 1 つシェルフに追加するには、ノードを右クリックし、［シェルフ］を選択します。
5. パス グラフでフレームの関連するフレームをシェルフに追加するには、ノードを右クリックし、［Shelve relevant

(current session) （シェルフ関連（現在のセッション））］を選択します。
6. シェルフからすべてのフレームを削除するには、［Clear shelf（シェルフをクリア）］アイコンをクリックします。
7. フレームをシェルフから削除するには、フレームを右クリックし、［シェルフから削除］を選択します。

チケットの作成

この拡張機能を使用して Web ページからチケットを作成することができます。このチケットは  ポータルで表示できま
す。

以下の手順に従います。

1. ［Create ticket（チケットの作成）］アイコンをクリックします。
2. タイトル、外部障害トラッキング番号、重大度、および説明を入力します。
3. キャプチャ時にアプリケーションのスクリーン ショットを追加する場合は、［Capture screenshot （スクリーン
ショットのキャプチャ）］チェック ボックスがオンになっていることを確認します。
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4. ［送信］をクリックします。
5. （オプション） スクリーン ショットを追加した場合は、そのスクリーン ショットに注釈を追加します。

機能テストの作成

キャプチャ済みのトランザクションから機能テストを作成することができます。

機能テストのデフォルトの名前には、プレフィクス GtoolsXtn_ が含まれています。機能テストを作成する際に、以前の
テストを上書きしないように、必ず新しい名前を割り当てます。テスト名をクリックし、新しい名前を入力します。

双方向 SSL 用に SSL 設定を設定した場合は、以下のプロパティが、project.config ファイルに追加されます。

• ssl-keystore-file
• ssl-keystore-password
• ssl-alias
• ssl-key-password

で機能テストを表示、編集、および実行することができます。 ポータルで機能テストを表示および実行することができ
ます。

NOTE
メソッドが POST で要求コンテンツ タイプが application/x-www-form-urlencoded である場合、トランザク
ション フレームのカテゴリは REST から Web Http に変更されます。この変更により、生成された機能のテス
トで POST パラメータの変更が容易になります。

以下の手順に従います。

1. 1 つ以上のトランザクション フレームをシェルフに追加します。
2. ［Create functional test from shelved frames］アイコンをクリックします。
3. （オプション）デフォルトの名前を変更します。
4. ステートフル機能テストかデータ駆動型の機能テストを作成するかどうかを指定します。
5. ［作成］をクリックします。
6. 機能テストを作成するプロジェクトを選択します。
7. 機能テスト作成後にシェルフのトランザクション フレームを保持または削除するか指定します。
8. ［作成］をクリックします。

NOTE

Chrome 拡張機能で機能テストを作成すると、「GtoolsXtn_」で始まる名前の設定ファイルも作成されます。テ
ストの実行時に、この設定ファイルを使用します。

Document Transactions

ポータルには、ビジネス トランザクションを文書化できる機能が含まれています。

拡張機能にもこの機能が含まれます。1 つの違いは、機能テストはオプションではなく自動的に作成されることです。

で機能テストを開いた場合、［ドキュメント］領域に URL が含まれます。この URL を使用して、 ポータルでトランザ
クションを開くことができます。

生成されるレポートには最大 50 のスクリーンショットを含めることができます。docgen.pdf.report.screenshots.max
プロパティを phoenix.properties ファイルに追加することで、最大数を増やすことができます。ただし、数を多くする
と、JVM がメモリ不足に陥り、ポータル サービスのクラッシュを引き起こす場合があります。

以下の手順に従います。

1. 1 つ以上のトランザクション フレームをシェルフに追加します。
2. ［Create document transaction and functional test from shelved frames］アイコンをクリックします。
3. ドキュメントの名前を入力します。
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4. ［作成］をクリックします。
5. 機能テストを作成するプロジェクトを選択します。
6. 機能テスト作成後にシェルフのトランザクション フレームを保持または削除するか指定します。
7. ［作成］をクリックします。
トランザクションが文書化され、機能テストが作成されます。

8. (オプション)［Generate report］をクリックします。
ブラウザにレポートが表示されます。レポートを保存または印刷できます。

CAI トップ N およびメトリック レポート
CAI トップ N およびメトリック レポートには、 ポータルでのビジネス トランザクション中にキャプチャされたデータ
に関する情報が含まれています。レポートを検索、表示、管理、共有、エクスポートすることができます。これらのレ
ポートは以下のカテゴリに分類されます。

レポートの表示および操作の詳細については、「レポートの表示および操作」を参照してください。

CAI インベントリ レポート
以下の CAI インベントリ レポートが利用できます。

タイプ別の例外数

［タイプ別の例外数］レポートでは、頻度別の例外発生数を棒グラフで表示します。

例外履歴

［例外履歴］レポートでは、指定された時間に発生した例外を表示します。レポートには、情報が折れ線グラフで表示さ
れます。

フレーム タイプ実行リスト

［フレーム タイプ実行リスト］レポートには、フレーム タイプごとに情報が表形式で表示されます。

重大度別のログ数

［重大度別のログ数］レポートでは、エージェントのログ数を重大度別に表示します。重大度レベルは、情報のログ記
録、警告のログ記録、およびエラー ログ記録です。レポートには、重大度タイプの数を表す凡例が含まれています。凡
例をクリックして、重大度数のタイプを表示または非表示にすることができます。

ログ メッセージ履歴

［ログ メッセージ履歴］レポートでは、ログ メッセージの履歴の数が表示されます。レポートには、ログ メッセージの
タイプを表す凡例が含まれています。凡例をクリックして、ログ メッセージの数のタイプを表示または非表示にするこ
とができます。

チケット履歴

［チケット履歴］レポートでは、生成されたチケットの履歴の数を表示します。

CAI トップ N レポート
以下の CAI トップ N レポートを使用できます。
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Top N Response Calls (上位 N 件の応答コール)

上位 N 件の応答時間レポートには、期間内に最も長い時間がかかった応答が表示されます。棒グラフには、各トランザ
クションの最長および平均応答時間が表示されます。応答時間はミリ秒単位です。メソッドとトランザクション名（たと
えば GET/lisabank/viewtransaction）が表示されます。

Top N Most Invoked Method Functions (上位 N 件の最もよく呼び出されたメソッドの関数)

上位 N 件の最もよく呼び出されたメソッドの関数レポートには、ある期間に最も多く呼び出されたメソッドおよびフ
レームが表示されます。

Top N Slowest Calls by Category (上位 N 件の最も遅いコール（カテゴリ別）)

上位 N 件の最も遅いコール（カテゴリ別）レポートには、最も遅いコールの上位がカテゴリ別に表示されます。コール
に関連するカテゴリ別にレポートをフィルタできます。

上位 N 件の最も遅いコール（標準偏差別）

上位 N 件の最も遅いコール（標準偏差別）レポートには、最も遅いコールと標準偏差が表示されます。

Application Insight for CICS のチュートリアル
このページでは、 CICS エージェントを Application Insight で使用する方法について説明します。

このチュートリアルには、以下の前提条件が適用されます。

• 1 つまたは複数の  LPAR エージェントがインストールおよび設定されています。
• 各  LPAR エージェントには、1 つまたは複数の  CICS エージェントがインストールおよび設定されています。

このチュートリアルには、以下の手順が含まれます。

メインフレーム ブリッジのプロパティの設定

メインフレーム ブリッジは、 クライアントが  メインフレーム エージェントと通信できるようにするコンポーネントで
す。

local.properties ファイルを開きます。

メインフレーム ブリッジ プロパティを追加して、 LPAR エージェントへの接続を定義します。

以下の例では、ブリッジがクライアント モードで実行されるように設定します。

lisa.mainframe.bridge.enabled=true
lisa.mainframe.bridge.mode=client
lisa.mainframe.bridge.server.host=172.31.255.255
lisa.mainframe.bridge.server.port=3997

DevTest コンポーネントの起動

以下のコンポーネントを起動します。

• エンタープライズ ダッシュボード サーバ
• ブローカ
• レジストリ
• ポータル
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CICS エージェントでのトランザクション キャプチャの有効化

ポータルを開きます。

左側のナビゲーション メニューで［Settings］-［Agents］を選択します。［エージェント］ウィンドウには、CICS
エージェントが表示されます。

  

Application Insight を有効にする CICS エージェントごとに、以下の手順を実行します。

1. エージェントをクリックして選択します。
2. 右側にキャプチャ レベルを選択するペインがあります。

 
3. キャプチャ レベルは、プログラム (CICS LINK、XCTL など) および分散トランザクション処理（DTP）コマンドに
よって設定が異なる場合があります。カウントがのみが必要な場合はキャプチャ レベルを［カウント］に設定しま
す。ペイロード（データ）なしのパスが必要な場合［カウント数およびパス］に設定します。データありのパスが必
要な場合は［全データ］に設定します。COMMAREAs および Containers を検査する場合、また仮想サービスの生成
が必要な場合は［全データ］に設定する必要があります。

4. エージェント リスト内の選択したエージェントに戻り、［詳細表示］

をクリックします。

 1200



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

5.

をクリックしてデータのキャプチャを開始します。
アイコンの色が青に変わります。

終了したら忘れずにキャプチャを停止してください。

有効化の確認

CICS エージェントが有効であることを確認する場合は、各 CICS 領域にログオンし、TKOM を実行します。

テキスト PF ON は、エージェントが有効になっていることを示します。

  

CICS トランザクションの実行

CICS トランザクションを実行します。

このチュートリアルの例では、CICS トランザクション DEM3 を使用します。このトランザクションは CICS1 上で実行
され、CICS2 に対して DPL LINK を実行します。

Portal でのトランザクション データの表示

Portal に戻ります。

左側のナビゲーション メニューから、［アプリケーション インサイト］-［トランザクションの分析］を選択します。

［トランザクションの分析］ウィンドウに生成されたトランザクションが表示されます。トランザクションが表示されな
い場合は、リフレッシュ アイコンをクリックするか、表示されるまでの時間間隔を調整します。

以下の図にシナリオ例のトランザクションを示します。CICS リージョン CICS1、CICS2、および CICS3 上のすべての
CICS アクティビティが、CICS 領域 CICSTS1 上で CICS トランザクション ID DEM3 で発生した単一のトランザクショ
ンにまとめられています。
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トランザクションをクリックします。トランザクション詳細パネルが表示されます。最上部にプログラムのフローを示す
パスが表示されます。

  

ノードをクリックするとその詳細が表示されます。この例では、DEMOINQ ノード (パス内左側から 2 番目のノード) を
クリックしています。［応答］タブを選択して IBM037 コードページを選択すると、COMMAREA の応答が EBCDIC 示
されます。
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仮想サービスの作成

トランザクションのトランザクション詳細ダイアログ ボックスを開きます。

パス内のノードを右クリックし、［フレームをシェルフに追加する］を選択します。ノードがシェルフに追加されます。

トランザクション詳細ダイアログ ボックスを閉じ、シェルフ アイコンをクリックします。

［シェルフに追加されているフレームから仮想サービスを作成します。］アイコンをクリックしま

す 。
［シェルフ］ - ［仮想サービスの作成］ダイアログ ボックスが表示されます。

このダイアログ ボックスでは、仮想サービスの要求および応答と Copybook とを関連付けることができます。既存の
VRS ファイルか Copybook バンドルを使用します。Copybook バンドルを選択する場合は使用するコードページも指定
します。

  

［次へ］をクリックします。表示される以下のダイアログ ボックスでプロジェクトおよび仮想サービスの名前プレ
フィックスを選択します。
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［完了］をクリックします。以下のダイアログ ボックスが表示され、成功か失敗かが示されます。仮想サービスが作成
された後は、Portal 内の他の仮想サービス同様に管理可能です。
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CICS エージェントに対する Application Insight のベスト プラクティス
Application Insight for CICS でサービスを仮想化すれば、実稼働システムでのテストや実稼働環境相当のラボは必要あり
ません。CICS エージェントはライブ本稼働環境で本稼働中に使用されることが想定されていません。Application Insight
は実稼働レベルに拡張されることが想定されていません。開発テスト環境では、そのレベルのスケーリングは通常必要で
はありません。

NOTE

このページでは、CICS エージェントのボリュームに関する Application Insight ブローカの負荷キャパシティ、
制限、およびチューニング機能について説明します。この分析は Java エージェントにも該当するわけではあり
ません。

容量

4 GB のヒープが割り当てられているブローカを実行するサーバは 16 ～ 20 のアクティブ CICS エージェントに対応でき
ます。この数を超えると、「最大ブローカ メモリ使用量」のメッセージが表示されて、ブローカが正常に動作しなくな
る可能性があります。システムがアイドルの場合でも、この事態が発生することがあります。

上述の動作はキャパシティの上限に近づいていることを表しています。アクティブ エージェントのしきい値を超える
と、メモリ エラーは障害ではなくなります。チューニングでこの機能を拡張できる可能性があります。ただし、設計の
本来の意図から外れたパラメータを調整するその手順は完全にはサポートされていません。

ブローカのスケーラビリティ

Application Insight の設計では、1 つのレジストリつきブローカは 1 つです。これはアーキテクチャ上の制約です。1 つ
のレジストリに複数のブローカを適用しないでください。ブローカを増やすには、 環境の複数のインスタンスをインス
トールします。

CICS エージェントの精度

LPAR エージェントは複数の CICS エージェント用のメッセージおよび管理ハブです。ブローカのメインフレーム ブ
リッジがサーバ モードである場合は、1 つのブローカにつき複数の LPAR エージェントを使用できます。

CICS エージェントの数がブローカのしきい値を超えた場合は、各領域をその固有 LPAR エージェントにまとめることが
できます。使用されていないグループによるレコーディングまたは再生タスクの実行を無効にすることができます。選択
したサブグループが 16 ～ 20 のエージェントしきい値を超えない限り、この方法は有効です。この方法により、利用可
能なエージェントが多くても、ブローカの適切な実行を可能にするアクティブ エージェントの数を制限できます。

メモリおよびメッセージのチューニング

メッセージ（エージェント キャパシティ）に関するメモリの問題が発生した場合は、以下の措置で問題を緩和できる可
能性があります。

• JVM のメモリを増やします。ブローカの JVM ヒープ サイズを増やすと、問題が解決することがあります。
a. インストール ディレクトリの bin フォルダにある Broker.vmoptions を検索します。
b. このファイルを編集して、以下の行を追加します。

\-Xmx4g
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NOTE

4g は 4 GB を意味します。この値を引き上げることもできますが、ご使用のマシンが必要キャパシティ
を満たしていることを確認する必要があります。これは、使用可能な物理メモリと、メモリを使用して
いるその他のアプリケーションによって制約されているオペレーティング システムの要求です。

• 前述の「CICS エージェントの精度」での説明のように、アクティブ エージェントの数を減らします。
• メッセージ コンポーネントを再びチューニングします。

– ブローカが実行されているコンピュータ上のインストール ディレクトリにあるブローカ rules.xml ファイルに、以
下の設定ステートメントの一方または両方を追加します。 

<property comment="Polling interval for agent Info"
 key="lisa.agent.agent.update.int" value="5000"/>
<property comment="Polling interval for agent Stats"
 key="lisa.agent.stats.sampling.interval" value="5000"/>

 
• これらのステートメントを <broker></broker> ブロック内に追加します。
• 1 つのステートメントが 1 つの行になります。 
• 値の単位はミリ秒です。したがって 5000 = 5 秒です。この値を上下に変更できますが、デフォルト値は 1000
です。

NOTE

これらの値を大幅に変更すると、タイムアウトが発生して、ポータルでのエージェント関連アクティビ
ティのパフォーマンスが低下する可能性があります。これらの設定はデフォルト設定ではなく、チュー
ニング パラメータとしての使用が想定されていません。これらの設定を変更することにより、エージェ
ントの標準的なキャパシティを超えることができる可能性がありますが、それは完全にサポートされて
いません。

API Management との統合
DevTest Solutions では、API Gateway によって管理されている API の要求および応答データをキャプチャできます。そ
の後、Application Insight を使用して、API のベースラインと仮想サービスを作成できます。

NOTE
API Gateway は、API Management のコンポーネントです。

1 つのゲートウェイにリンクできる DevTest Solutions のインストールは 1 つだけです。

ポリシーの設定および展開

DevTest Solutions には、API Gateway に展開する必要があるポリシーが含まれています。ポリシーによって、API
Gateway で保護されているパブリッシュされたサービスの使用に関する制限が定義されます。

展開情報を指定するには、［APIM 統合］ダイアログ ボックスを使用します。以下の図は、すべてのフィールドが入力さ
れた［APIM 統合］ダイアログ ボックスを示しています。正規表現とモードはオプション フィールドです。
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展開された後、ポリシーを更新することができます。たとえば、モードを［レコード］から［何もしない］に変更するこ
とで、キャプチャを無効にできます。

この手順では、以下の  コンポーネントを実行する必要があります。

• エンタープライズ ダッシュボード サーバ
• レジストリ
• ブローカ
• ポータル

この手順では、ゲートウェイに対して REST Management サービスがパブリッシュされていることを前提にしていま
す。

以下の手順に従います。

1. ポータルを開きます。
2. ユーザ名の右側にある下矢印をクリックし、［APIM 統合］を選択します。
［APIM 統合］ダイアログ ボックスが表示されます。

3. ［URL］フィールドには、ゲートウェイへの URL を入力します。たとえば、「https://
gateway.mycompany.com:8443」と入力します。

4. ［ゲートウェイ名］フィールドには、ゲートウェイの一意の名前を入力します。
5. ［ユーザ名］フィールドと［パスワード］フィールドには、ゲートウェイにログインするための認証情報を入力しま
す。

6. ［DevTest ログイン］の下に表示されている［ユーザ名］フィールドと［パスワード］フィールドには、DevTest
Solutions にログインするための認証情報を入力します。

7. （オプション）デフォルトでは、ゲートウェイのすべての API が記録されます。正規表現を入力して API をフィルタ
することができます。

8. （オプション）［モード］フィールドでは、以下のオプションのいずれかを選択します。
– レコード
データをキャプチャします。

– 何もしない
データをキャプチャせずにパス スルーします。
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9. ［Deploy］をクリックします。
ポリシーは［展開済みポリシーのリスト］タブに追加されます。

10.展開済みポリシーの正規表現またはモードを更新するには、［展開済みポリシーのリスト］タブで変更を行い、［コ
ミット］をクリックします。

11.展開済みポリシーを削除するには、［展開済みポリシーのリスト］タブの［削除］列のボタンをクリックします。

要求および応答データのキャプチャ

ポリシーが展開されたら、API を呼び出して、要求および応答データをキャプチャすることができます。Application
Insight によって、キャプチャされたデータがトランザクションに変換されます。

［トランザクションの分析］ウィンドウでは、エージェント名は以下の形式になります。

APIM-<gateway-ip-address>

API を呼び出す前に、以下の  コンポーネントが実行されていることを確認してください。

• エンタープライズ ダッシュボード サーバ
• レジストリ
• ブローカ

以下の手順に従います。

1. 1 つ以上の API を呼び出します。
2.  ポータルの［トランザクションの分析］ウィンドウに移動します。
3. キャプチャされたデータに対して Application Insight で生成されたトランザクションを表示します。
4. これで、トランザクションをシェルフに追加して、ベースラインと仮想サービスを作成できます。

Application Trace Kit の使用
ATK （Application Trace Kit）を使用すると、1 つ以上の  Java エージェントが埋め込まれた Java ベースのアプリケー
ションの状態を調べることができます。

Application Trace Kit を使用すると、 Java エージェントの主要コンポーネント（エージェント本体、ブローカおよびコ
ンソール）を管理することもできます。

NOTE
Application Trace Kit は、このリリースでのプレビュー機能です。

Application Trace Kit の起動

Application Trace Kit を起動する前に、ブローカが実行中であることを確認してください。

Application Trace Kit はコマンド ラインから起動できます。がインストールされている場所の bin ディレクトリに実行可
能ファイルがあります。-u オプションを追加してブローカを指定します。以下に例を示します。

C:\Program Files\CA\DevTest\bin>ATK.exe -u tcp://localhost:2009

-console オプションを追加するとコンソール出力を表示できます。

C:\Program Files\CA\DevTest\bin>ATK.exe -u tcp://localhost:2009 -console

Application Trace Kit を Windows で実行するときに、［スタート］メニューに DevTest Solutions の項目がある場合は、
コマンド ラインの代わりに［スタート］メニューから Application Trace Kit を起動できます。

Application Trace Kit レイアウト

以下の図に Application Trace Kit のレイアウトを示します。

 1208



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

ユーザ インターフェースの左側の領域には以下のコンポーネントがあります。

• Broker URL
ブローカの URL を指定できます。

• Pathfinder
以下のウィンドウへのリンクが表示されます。
– Live Paths
ブローカに接続されたすべてのエージェントによってキャプチャされた、ライブ トラフィックのスナップショッ
トが表示されます。

– Saved Paths
データベースに保存されて永続化されたトラフィックが表示されます。

– データベース
データベースの構造が表示されます。クエリが作成可能です。

– チケット
Application Insight で生成されたすべてのチケットが表示されます。

• Manage Agents
ブローカに接続されたエージェントが表示されます。

• Manage Consoles
ブローカとブローカに接続されているコンソールが表示されます。
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NOTE
［Manage Consoles］ペインの幅が狭くブローカおよびコンソールの名前を表示できない場合、名前は空白に
なります。名前が表示されるようになるまでウィンドウの幅を広げてください。または空白の部分にマウス ポ
インタを置き、名前をツールヒントとして表示することもできます。

インターフェースのメインの領域にはツールバーがあります。左側の領域で選択した内容に応じて表示されるツールバー
は異なります。

• ［Pathfinder］ペインで項目を選択すると、ツールバーには関連するウィンドウへのアクセスが表示されます。
• ［Manage Agents］または［Manage Consoles］ペインで項目を選択すると、ツールバーには関連する管理ツールへ
のアクセスが表示されます。

Live Paths

［Live Paths］タブには、ブローカに接続されたすべてのエージェントによってキャプチャされた、ライブ トラフィック
のスナップショットが表示されます。

［Live Paths］タブでアプリケーションのトラフィックを初めて表示する際には、ボリュームまたは精度が最適ではない
と感じるかもしれません。これらの問題はエージェントの設定を変更して対処できます。たとえば、キャプチャされてい
るプロトコルを取り除いたり、現在キャプチャされていないプロトコルを追加したりすることができます。

以下の図には［Live Paths］タブ内の複数のトランザクションが表示されています。トランザクションが 1 つ選択されて
います。

ツールバーには 2 つのリフレッシュ アイコンがあります。

• 現在のメモリ内のトランザクションを表示
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1 つ以上のエージェントから送信され、現在メモリ内にあるトランザクションを表示します。アイコンがグレーに
なっている場合、新たに表示できるトランザクションはありません。アイコンが青の場合は、アイコンをクリックし
て最新のトランザクションを表示することができます。

• 断片的なトランザクションをタイムアウトさせてデータベースにフラッシュし、現在のメモリ内のトランザクション
を表示

トランザクションの断片をつなぎ合わせて完全なトランザクションを生成しようとするエージェントの動作を停止し
ます。

［コンポーネント］列内の各ノードがトランザクション フレームを表します。

［間隔］列の横棒は、各フレームの時間の長さを視覚的に示しています。ルート フレーム以外のフレームについては、
横棒はルート フレームを基準としてそのフレームがいつ開始し、いつ終了したかも示します。横棒に垂直の区切り線が
表示される場合があります。これは、実時間と比較して CPU で費やされた時間の割合を示しています。横棒にマウス ポ
インタを置くと、時間、期間、および CPU 情報を表示できます。

表示されるデータの量を設定するには、［フィルタ］をクリックします。各プロトコルを以下のレベルのいずれかに設定
できます。

• 非表示
このプロトコルのすべてのフレームを除外します。

• 折りたたむ
このプロトコルのフレームのうち、同じレベルにある複数のものを結合します。

• ビュー
このプロトコルのすべてのフレームを表示します。

フレームのエージェントおよびスレッドを表示するには、最初の列にマウス ポインタを置きます。

1 つのトランザクションが複数のエージェントにまたがっている場合は、各エージェントの先頭列の色の濃さの違いで区
別されます。以下の図に 2 つのエージェントのこの動作の例を示します。

［Component］列のフレームの情報を表示するにはフレームを選択します。以下のタブの 1 つ以上が表示されます。

• 詳細
そのフレームに関する基本情報が表示されます。

• 要求
送信されたペイロードを表示します。形式はプロトコルによって異なります。

• Request (Out)
メソッド実行終了時点での引数の値が表示されます。

• 応答
受信したペイロードを表示します。形式はプロトコルによって異なります。

• Screenshot
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GUI イベントに関連付けられている画像が表示されます。
• デバッグ
デバッグに使用できる情報が表示されます。
最初の行には、フレーム ID、親フレームの ID、トランザクション ID、およびセッション ID が含まれます。フレーム
にセッション ID がない場合は null と表示されます。

エージェント用プロファイリングを有効にしてからトランザクションを記録した場合は、任意のフレームのコール ツ
リー全体を表示することができます。フレームを右クリックして［Show call tree］を選択します。

絶対的な期間および相対的な期間によって、コール ツリーをフィルタできます。

Saved Paths

［Saved Paths］タブには、 データベースに保存されて永続化されたトランザクションが表示されます。

以下の図は、［Saved Paths］タブを示しています。

1 つのトランザクションの詳細情報をすべて表示するには、［Call］列内のそのトランザクションをダブルクリックしま
す。表示されるウィンドウは、［Live Paths］タブに類似しています。

トランザクションを再度実行するには、以下の手順を行います。

1. 詳細ウィンドウの緑の矢印をクリックします。
［Invocation］ウィンドウが表示されます。

2. （オプション）［State］、［Input］、［Output］の各タブ内のパラメータを変更します。
3. （オプション）選択されているエージェントを変更します。
4. 緑の矢印をクリックします。

キャプチャされるデータの量の設定

Java エージェントがキャプチャするデータの量をプロトコルごとに設定することができます。以下のキャプチャ レベル
が使用可能です。

• 検出
メソッド呼び出しの数のみをキャプチャします。

• ビュー
基本的なメソッド情報とタイミングをキャプチャします。

• ペイロード
すべてのメソッド情報（要求と応答を含む）をキャプチャします。
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以下の手順に従います。

1. ［エージェントの管理］ペインで、エージェントを選択します。
2. ［Overview］をクリックします。
3. ［Settings］ペインを展開します。
4. プロトコルのキャプチャ レベルを変更します。

エージェントのプロパティの設定

Java エージェントのプロパティを表示して更新することができます。

以下の手順に従います。

1. ［Manage Agents］ペインで、エージェントを選択します。
2. ［Overview］をクリックします。
3. ［Settings］ペインを展開します。
4. 1 つ以上のプロパティの値を変更します。
5. 永続化されている設定に戻すには、［Resync］をクリックします。
6. 変更を保存して現在のセッションのみで使用するには、［Apply］をクリックします。
7. 変更を保存して現在のセッションと今後のセッションで使用するには、［Save］をクリックします。

ログ記録の表示および設定

特定の Java エージェントのログ メッセージを表示することができます。

以下の例は、ログ メッセージの部分的なセットを示しています。

[DevTest AGENT:A][INFO][7336][166][ActiveMQ Session Task][04/28 14:04:39 (167)] Stopping
 Local CPU Profiling...

[DevTest AGENT:A][INFO][7336][167][ActiveMQ Session Task][04/28 14:05:39 (376)] Starting
 Local CPU Profiling...

[DevTest AGENT:A][INFO][7336][168][ActiveMQ Session Task][04/28 14:06:05 (204)] Setting
 weights: [com.itko.lisa.remote.transactions.interceptors.JDBCInterceptor: 4]

以下の手順に従います。

1. ［エージェントの管理］ペインで、エージェントを選択します。
2. ［ログ］をクリックします。
3. 特定のログ レベルよりも下のメッセージを除外するには、そのログ レベルをドロップ ダウン リストから選択しま
す。

クラスの表示および管理

Java 仮想マシンにロードされているクラス階層全体を表示して管理することができます。

以下の図は、クラス階層の例を示しています。javax.ejb.EJBMetaData インターフェースが左側のペインで選択されて
います。 
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［メタデータ］タブには、選択されたクラスまたはインターフェースに関する以下の情報が表示されます。

• メソッドのシグネチャ
• スーパークラスまたは実装されたインターフェース
• サブクラスまたは実装しているクラス

［ソース］タブを使用すると、選択されているクラスまたはインターフェースを逆コンパイルできますが、目的はデバッ
グに限定されます。［ソース］タブをクリックしたときに、逆コンパイルされたコードを参照するための十分な権限を
持っていることを確認するよう要求されます。

ライブ インスタンスおよび OQL クエリを使用すると、サーバで現在有効なオブジェクトを表示できます。

以下の手順に従います。

1. ［エージェントの管理］ペインで、エージェントを選択します。
2. ［クラス］をクリックします。
3. 左側のペインでクラスまたはインターフェースを選択します。

ファイルの管理

Application Trace Kit のウィンドウの 1 つに、次の 2 種類のファイルが表示されます。

• ローカル コンピュータ上のファイル
• 選択したエージェントがインストールされているコンピュータ上のファイル
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ファイル管理のタスクをこのウィンドウから実行することができます。

以下の手順に従います。

1. ［エージェントの管理］ペインで、エージェントを選択します。
2. ［エクスプローラ］をクリックします。
3. ファイルをコンピュータ間で移動するには、ファイルをドラッグ アンド ドロップします。
4. ファイルを開くには、ファイルをダブルクリックします。
5. 新しいディレクトリの作成、ファイルの削除、ファイル名の変更を行うには、右クリック メニューを使用します。

リモート コマンドをターミナルから実行する

Application Trace Kit には、選択されたエージェントがインストールされているコンピュータのコマンド プロンプトまた
はシェルを表示する機能があります。

オペレーティング システムがサポートしている任意のコマンドを実行できます。たとえば、プロセスを再起動したり、
メモリ使用率をチェックしたりすることができます。

以下の手順に従います。

1. ［エージェントの管理］ペインで、エージェントを選択します。
2. ［Terminal （ターミナル）］をクリックします。

CPU プロファイル

デフォルトでは、 Java エージェントは、アプリケーションのトラフィックのサブセットのみをキャプチャします。CPU
プロファイルを有効にする場合、エージェントはほぼすべてのトラフィックをキャプチャします。

この機能は、エージェントが目的にかなうだけの十分なデータまたは適切な種類のデータをキャプチャしていないと思わ
れるような場合に役立ちます。

CPU プロファイルはアプリケーションのパフォーマンスに悪影響をおよぼす可能性があります。そのため、この機能は
一時的にのみ有効にすることをお勧めします。

以下の図に［CPU profiling］タブを示します。
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［Live Paths］タブと同様、各エージェントは先頭列の色の濃さの違いで区別されます。

CPU プロファイルが無効な場合にキャプチャされるデータも青で表示されます。

以下の手順に従います。

1. ［Manage Agents］ペイン内の 1 つまたは複数のエージェントについて［CPU profiling］アイコン

をクリックします。
2. トラフィックを生成し、［Live Paths］タブで対応するトランザクションを表示します。
3. ツリーでノードを選択します。
4. ［Show profiling tree］アイコン

をクリックします。
［CPU profiling］タブが表示されます。

5. 行の詳細情報を表示するには行を選択します。ほとんどの行では、利用できる情報量は限られています。

トランザクションの再呼び出し

ポータルで、トランザクションからベースラインを作成できます。Application Trace Kit にはトランザクションの再呼び
出しを行う機能があります。これはベースラインの作成に似ています。ベースラインの作成よりも速いのがこのプロセス
の利点です。
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以下の図にトランザクションの再呼び出しの結果を示します。予期される応答は、最初に記録された出力結果です。実際
の応答は、トランザクションの再呼び出しの出力結果です。［Actual Response］ラベルの左側の緑色の四角形は、予期
される応答と実際の応答が一致していることを示しています。

以下の手順に従います。

1. ［Live Paths］タブで、トランザクションを選択します。
2. ［Invoke this transaction again］アイコン

をクリックします。
3. ［Output］タブを選択します。
4. 緑の矢印をクリックします。
5. ［Actual Response］ラベルの左側にある四角形が赤の場合は、四角形にマウス ポインタを重ねて差異についての情
報を表示します。

Application Trace Kit データベース ツール
Application Trace Kit （ATK）には、2 種類のデータベース用のツールが含まれています。

NOTE
Application Trace Kit は、このリリースでのプレビュー機能です。

DevTest データベースの調査

Java エージェントがデータを保持するために使用する  データベースで以下のタスクを実行できます。

• データベース スキーマを参照
• エージェントの DDL ステートメントを表示
• SQL クエリを実行

以下の手順に従います。

1. ［データベース］をクリックします。
2. 左ペインで、データベース スキーマを表示します。
3. DDL ステートメントを表示するには、左上の［データベース］アイコンをクリックします。

 1217



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

4. SQL クエリを実行するには、［Script］タブにクエリを入力し、［Evaluate］をクリックします。

エージェントに接続されているデータベースの調査

Java エージェントが有効なアプリケーションに接続されているデータベースで以下のタスクを実行できます。

• データベース スキーマを参照
• トランザクション フレーム クエリを再評価
• 任意のクエリを実行

以下は、SQL エクスプローラ ウィンドウを示しています。データベース テーブルに対してクエリが実行されました。

以下の手順に従います。

1. ［Live Paths］タブを開きます。
2. 1 つまたは複数の JDBC フレームを持つトランザクションを特定します。
3. JDBC フレームを右クリックし、［Show SQL Explorer］を選択します。
4. 左ペインで、データベース スキーマを表示します。
5. SQL クエリを実行するには、［Script］タブにクエリを入力し、［Evaluate］をクリックします。

Java エージェント拡張の作成
Application Trace Kit （ATK）では、 Java エージェントの以下のタイプの拡張を作成できます。

• Application Insight
• サーバ VSE
• ブローカ

拡張の作成、ビルド、アップロード

拡張を作成するウィンドウは、フル機能を備えた IDE ではありませんが、構文の強調表示などの機能が含まれていま
す。

各タイプの拡張に関する詳細については、「Java エージェント拡張」を参照してください。

以下の手順に従います。

1. ［エージェントの管理］ペインで、エージェントを選択します。
2. ［拡張］をクリックします。
3. ［作成］をクリックし、拡張タイプを選択します。
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4. デフォルトのクラス名を変更します。
5. コードの変更が完了したら、［ビルド］をクリックします。
6. ［Upload］をクリックします。

拡張を使用したノイズの低減

エージェントがキャプチャする特定のメソッド、クラス、パッケージに特に意味がない場合があります。アプリケーショ
ン トレース キットを使用して、それらをキャプチャから除外できます。

［ライブ パス］タブから開始します。フレームを右クリックし、［拡張］-［除外］を選択します。拡張の作成ウィンド
ウが表示されます。

block() メソッドには、選択したフレームに基づいた if ステートメントが含まれています。

デフォルトの if ステートメントの結果によって、クラスおよびメソッド名が完全に一致した場合のフレームがすべて除
外されます。以下に例を示します。

if (clazz.equals("com.itko.examples.ejb3.EJB3UserControlBean") && method.equals("getUser")) {

     return true;

}

クラス、メソッド、シグネチャが完全に一致したすべてのフレームを除外するように if ステートメントを変更できま
す。以下に例を示します。

if (clazz.equals("com.itko.examples.ejb3.EJB3UserControlBean") && method.equals("getUser") &&

 signature.equals(“(Ljava/lang/String;)) {

     return true;

}

クラスからすべてのフレームを除外するように if ステートメントを変更できます。以下に例を示します。

if (clazz.equals("com.itko.examples.ejb3.EJB3UserControlBean")) {

     return true;

}

パッケージからすべてのフレームを除外するよう if ステートメントを変更できます。以下に例を示します。

if (clazz.startsWith("com.itko.examples.ejb3.")) {

     return true;

}

ライブ インスタンスおよび OQL クエリ
ATK （Application Trace Kit）のこれらの機能はネイティブ エージェントを必要とします。エージェント パラメータの文
字列には、オプション heap=true を含めます。

オブジェクト クエリ言語（OQL）の一般的な構文を示します。

SELECT <result-expression> FROM <class-name> <alias> [<where> <filter-expression>]

ライブ インスタンス

［Classes （クラス）］ウィンドウの［Live Instances （ライブ インスタンス）］タブを使用して、サーバで現在有効
なオブジェクトを表示できます。

最上部のテキスト領域には、検索を実行するために使用された OQL クエリが含まれています。

テキスト領域の下のパネルには、オブジェクトのリストが含まれています。オブジェクトをクリックすると、［Object
Details （オブジェクトの詳細）］サブタブに詳細情報が表示されます。

 1219



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

以下の図は、［Live Instances （ライブ インスタンス）］タブを示しています。

OQL を使用したヒープのクエリ

OQL を使用して、任意のフィルタを使用して Java ヒープ内のオブジェクト インスタンスまたは値をクエリできます。

オブジェクト クエリ言語（OQL）の一般的な構文を示します。

SELECT <result-expression> FROM <class-name> <alias> [<where> <filter-expression>]

数百または何千ものインスタンスを持つクラスがある場合で、特定のインスタンスを調べたい場合にこの機能は役立ちま
す。

以下の図は、クエリが実行されているウィンドウを示します。
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以下の手順に従います。

1. ［エージェントの管理］ペインで、エージェントを選択します。
2. ［Scripting （スクリプト）］ をクリックします。
3. ペインの上部に、クエリを入力します。
4. ［Evaluate （評価）］をクリックします。

Virtual Service Catalog の使用
Virtual Service Catalog は、仮想サービスを表示および共有するための一元的なリポジトリを提供します。VSE に展開さ
れており、Virtual Service Catalog に接続されたエンタープライズ ダッシュボード上でアクセスできる利用可能なサービ
スを、単一のダッシュボードですばやく確認できます。

このセクションでは、Virtual Service Catalog の機能を説明する以下のページがあります。

Virtual Service Catalog のインストールの詳細については、「SV Service Catalog のインストール」を参照してくださ
い。

Virtual Service Catalog の開始

以下の手順に従います。

1. Virtual Service Catalog を開始するには、以下のいずれかを実行します。
– Virtual Service Catalog のデスクトップ アイコンをダブルクリックします。
– ###### ######/bin フォルダで、実行可能ファイル vscatalog を起動します。

2. Virtual Service Catalog の UI を開始するには、以下のいずれかを実行します。
– Virtual Service Catalog UI のデスクトップ アイコンをダブルクリックします。
– Web ブラウザに「https://localhost:51110/」と入力します。

Virtual Service Catalog がローカルにインストールされていない場合は、お使いのブラウザで localhost をホスト名
に置き換えてください。
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NOTE

ブラウザには、接続がセキュリティ保護されていない、または Web サイトの証明書が無効であるという
警告が表示されます。この接続にフラグが立てられるのは、自己署名証明書を使用しているためです。
サイトに進みます。

Virtual Service Catalog のログイン ページが表示されます。
3. ユーザ名とパスワードを入力して、［ログイン］をクリックします。
［ホーム］タブが表示されます。

4. ［ホーム］タブで、以下のようにします。
– ［View Virtual Services （仮想サービスの表示）］をクリックして、［仮想サービス］タブを開き、使用可能な
すべての仮想サービスのリストを表示します。
仮想サービスの表示の詳細については、「仮想サービスの表示」を参照してください。

– ［Manage Catalog Settings （カタログ設定の管理）］をクリックして、［Catalog Settings （カタログ設
定）］タブを開きます。このタブで［Dashboard Connection Management （ダッシュボード接続管理）］をク
リックして、アクセスするエンタープライズ ダッシュボードを設定し、［List of Virtual Service Configuration
（仮想サービス設定のリスト）］をクリックして、仮想サービス カタログで表示可能な列を設定します。
詳細については、「接続の設定」を参照してください。

NOTE

［接続］タブへのアクセスには、管理者権限が必要です。

NOTE

詳細情報：

• 仮想サービスの表示
• 接続の設定

仮想サービスの表示
［仮想サービス］タブには、VSE に展開されており、Virtual Service Catalog に接続されたエンタープライズ ダッシュ
ボード上でアクセスできる利用可能なすべてのサービスがリストされています。既存のアセットを表示および検索する機
能により、組織全体のチームは既存の仮想サービスを活用できます。アセットの再利用により、チームが新規仮想サービ
スの作成および管理に費やす時間は短縮されます。

さらに、サービス内の特定の引数、一致するオプション、および応答をドリルダウンして、既存のサービスが特定の一連
のニーズまたは特定のデータ シナリオ（あるいはその両方）を満たしているかどうかを確認できます。

NOTE

カスタムの DPH は Virtual Service Catalog 内の仮想サービスの一部としては表示されません。

仮想サービスの一覧を表示するには、以下のようにします。

1. ［ホーム］タブをクリックします。
2. ［View Virtual Services （仮想サービスの表示）］をクリックして、VSE に展開されているすべての仮想サービス
のリストを表示します。

NOTE
仮想サービス ビューは、Virtual Service Catalog ユーザのホーム ページです。

3. 仮想サービスのリストが新しいタブで開きます。
–

［列の表示/非表示］
  をクリックして、テーブルに表示する列を選択します。

 1222



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

• 表示する各列のチェック ボックスをオンにします。
• 非表示にする各列のチェック ボックスをオフにします。

– その列でリストをソートする任意の列見出しをクリックします。
• ソート列の見出しが強調表示され、昇順または降順のソートを示す上矢印または下矢印が表示されます。
• 昇順と降順のソートを切り替えるには、もう一度列見出しをクリックします。
• 一度にソートできるサービスのリストは 1 つの列のみです。

– 任意の列見出しの［検索］フィールドにキーワードを入力し、Enter キーを押して、その列から特定のキーワード
を検索します。

• 複数の列見出しに検索条件を入力すると、サービスのリストが、入力されたすべての条件に一致するサービス
に限定されます。たとえば、［名前］列および［トランスポート プロトコル］列に検索条件を入力すると、表
示されるサービスは［名前］列および［トランスポート プロトコル］列の両方の条件に一致したものになりま
す。

• 検索条件を削除するには、手動で条件を削除するか、または［検索］フィールドで X をクリックできます。
– ［名前］列内のリンクをクリックして、仮想サービスの各操作の追加の詳細を表示します。
– 操作の完全なリストを表示するには、［操作数/パス］列上にマウス ポインタを置きます。操作の長いリストは、
テーブルに表示するために切り捨てられます。

• この列内のリンクをクリックして、仮想サービスの各操作の追加の詳細を表示します。
– ［Deployed by （展開者）］列を使用して、各仮想サービスを展開したユーザを表示します。［環境］列を使用し
て、各仮想サービスの環境モード（機能またはパフォーマンス）を表示します。

–
［ダウンロード］  をクリックして、

［アクション］
列の MAR ファイルをダウンロードします。

–

［リフレッシュ］
  をクリックして、仮想サービスのリストを手動でリフレッシュします。Virtual Service

Catalog の自動リフレッシュはありません。

［Deployed By （展開者）］、［アクション］、および［環境］の各列は、更新パッチでのみ使用できます。詳細につい
ては、「新機能と拡張機能」を参照してください。

仮想サービス詳細の表示

［仮想サービス］タブで、［名前］または［操作数/パス］のいずれかの列内のリンクをクリックして、特定の仮想サー
ビスの追加の詳細を表示します。
選択された仮想サービスのタブが開きます。

［操作］タブをクリックします。
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仮想サービスの個々の操作は、左ペインにリスト表示されます。

•
 をクリックして、エンドポイントをクリップボードにコピーします。

• ページの［仕様］セクションでその操作の要求および応答データを表示するには、左ペイン内の操作をクリックしま
す。

• 操作に複数の要求および応答データ セットがある場合は、データを移動する［仕様］セクションの上部にある矢印を
使用できます。

• ［応答データ］セクションは、2 つのタブ、応答コンテンツと応答ヘッダ用に分かれています。

［設定の詳細］タブをクリックします。

設定の詳細を表示し、必要に応じて以下の操作を実行します。

•
 をクリックして、エンドポイントをクリップボードにコピーします。

• リクエスト本文の実際の構文を表示するには、［RAW 要求の表示］をクリックします。このボタンは、要求ボディ
に内容がある場合にのみ表示されます。
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Virtual Service Catalog の設定
このページには、Virtual Service Catalog についての以下の環境設定タスクの手順が含まれています。

NOTE

Virtual Service Catalog を使用するためには、事前に Identity and Access Manager で適切な権限を持つユーザ
を作成しておく必要があります。Virtual Service Catalog をインストールする前に、 インストールの一部として
Identity and Access Manager をインストールしておく必要があります。また、ユーザが Virtual Service Catalog
にアクセスできるためには、事前に Identity and Access Manager を実行中にしておく必要があります。詳細に
ついては、「DevTest サーバのインストールおよび設定」および「Identity and Access Manager の設定」を参
照してください。

WARNING

Virtual Service Catalog では、DevTest 10.3 以降のエンタープライズ ダッシュボードとレジストリのみがサ
ポートされます。
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NOTE

Virtual Service Catalog が「java.net.SocketException： Protocol family unavailable」というエラーで起動に失
敗する場合、 インストール ディレクトリの IdentityAccessManager/bin フォルダにある standalone.conf ファ
イルに以下の行を追加します。

#Force IPv4 connection
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Djava.net.preferIPv4Stack=true"

Identity and Access Manager インスタンスの設定

Virtual Service Catalog にアクセスするためのユーザ ID と権限の管理は、Identity and Access Manager で行いま
す。Virtual Service Catalog へのアクセスに使用する Identity and Access Manager のインスタンスをインストール プロ
セスで定義します。使用する IAM のインスタンスを application.yml ファイルで変更できます。

Identity and Access Manager のインスタンスを更新する方法

1. Virtual Service Catalog インストール ディレクトリに移動します。
2. application.yml ファイルを開きます。
3. 使用する Identity and Access Manager のインスタンスのホストおよび URL を定義する以下のプロパティを追加しま
す。
svcatalog: 
  auth: 
    host: 
      url: https://{{host}}:{{port}}/auth

4. 変更を保存し、ファイルを閉じます。

NOTE

application.yml を変更した後に変更内容を有効にするには、Virtual Service Catalog を再起動する必要があ
ります。

接続の設定

［Catalog Settings （カタログ設定）］タブでは、Virtual Service Catalog 設定を管理できます。これに
は、［Dashboard Connection Management （ダッシュボード接続管理）］サブタブや［List of Virtual Service
Configuration （仮想サービス設定のリスト）］サブタブなどがあります。

［Dashboard Connection Management （ダッシュボード接続管理）］タブでは、カタログからアクセスする各エン
タープライズ ダッシュボードを設定できます。エンタープライズ ダッシュボードの設定情報を追加すると、ダッシュ
ボードに接続するレジストリの VSE に展開されるすべての仮想サービスを表示できます。

NOTE

Virtual Service Catalog 接続の設定には、管理者権限が必要です。Identity and Access Manager で Virtual
Service Catalog の管理者権限を持つユーザ（Virtual Service Catalog 管理者ロール）を作成してから、接続の
設定を行う必要があります。

接続の設定を行うには、以下のようにします。

1. Virtual Service Catalog の UI で、［ホーム］タブをクリックします。
2. ［Manage Catalog Settings （カタログ設定の管理）］をクリックして、Virtual Service Catalog に接続されている
エンタープライズ ダッシュボードを設定します。
［Catalog Settings （カタログ設定）］タブが開きます。このタブには、［Dashboard Connection Management
（ダッシュボード接続管理）］と［List of Virtual Service Configuration （仮想サービス設定のリスト）］という
2 つのサブタブがあります。［Dashboard Connection Management （ダッシュボード接続管理）］サブタブに
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は、Virtual Service Catalog と現在の接続ステータスで設定されている各エンタープライズ ダッシュボードが表示さ
れます。

3. 別のエンタープライズ ダッシュボードを追加するには、ダッシュボードの URL を入力して、［接続］をクリックし
ます。
–
エンタープライズ ダッシュボードを削除するには、

［アクション］
列で
［削除］

  をクリックします。
–
接続されたエンタープライズ ダッシュボードのリストを更新するには、

［リフレッシュ］
  をクリックしま

す。
4. 特定のエンタープライズ ダッシュボードに接続されている各レジストリのステータスを表示するには、ダッシュボー
ド URL の横にある［展開］

をクリックします。
5. 接続されたエンタープライズ ダッシュボードの仮想サービスを表示するには、以下のようにします。

a. ［ホーム］タブをクリックします。
b. ［仮想サービスの表示］をクリックします。
［仮想サービス］タブが表示されます。

NOTE

［仮想サービス］タブが表示され、エンタープライズ ダッシュボードを追加または削除した場合、更新さ
れた接続のサービスを反映させるには、タブを手動で更新する必要があります。

Virtual Service Catalog での表示列の設定

［List of Virtual Service Configuration （仮想サービス設定のリスト）］タブでは、Virtual Service Catalog ユーザの表
示列を設定できます。［Hidden columns （非表示列）］パネルに列を追加すると、サービス カタログ ユーザのロールを
持つユーザは仮想サービス ビューでその列を表示できません。

仮想サービス ビューの列を設定するには、以下のようにします。

1. ［Catalog Settings （カタログ設定）］タブで、［List of Virtual Service Configuration （仮想サービス設定のリス
ト）］をクリックします。

2. 列を非表示にするには、左ペインから列を選択し、右矢印をクリックします。
3. 列を表示するには、右ペインから列を選択し、左矢印をクリックします。

カスタム ポートの設定

WARNING

デフォルトでない（カスタム）ポート番号を使用しているコンポーネントの場合は、Virtual Service Catalog イ
ンストール ディレクトリの application.yml ファイルでポートを指定する必要があります。application.yml を
変更した後に変更内容を有効にするには、Virtual Service Catalog を再起動する必要があります。

application.yml ファイルに複数のプロパティを含めるには、プロパティとプロパティの間に区切り記号（---）を挿入する
必要があります。以下に例を示します。

svcatalog: 
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  auth: 
    host: 
      url: https://{{host}}:{{port}}/auth
---
lisa:
  webserver:
    port: YOUR_PORT_NUMBER_IN_DEVTEST

組み込み Web サーバのカスタム ポート

組み込み Web サーバのデフォルト ポート（1505）を使用していない場合は、Virtual Service Catalog インストール ディ
レクトリの application.yml ファイルでポートを指定する必要があります。

lisa:
  webserver:
    port: PORT_NUMBER

Virtual Service Catalog のカスタム ポート

Virtual Service Catalog のデフォルト ポート（51110）ではないポートを使用するには、Virtual Service Catalog インス
トール ディレクトリの application.yml ファイルでポートを指定する必要があります。

server:
  port: PORT_NUMBER

ファイルへのログ出力の設定

ファイルにログ出力を書き込むように Virtual Service Catalog を設定する方法

1. 次の .yml ファイルを作成します。mylogfile.log は使用するログ ファイルのパスと名前です。
logging:
  level:
    com:
      ca:
        ad:
          sv: DEBUG
  file: mylogfile.log

2. このファイルを application.yml という名前で保存します。
3. Virtual Service Catalog のインストール ディレクトリにこのファイルを配置します。

NOTE

詳細情報：

• SV サービス カタログの使用
• Virtual SV Service Catalog のインストール
• Identity and Access Manager の設定

API の使用
DevTest Solutions は、以下のパブリック API を提供します。
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• Service Virtualization API v3 の使用
この API は、 10.5 で導入され、仮想サービス作成および管理するためのより便利な方法を提供します。主要な相違
点の 1 つは、この API の操作ではパラメータに対して ID ではなく名前を使用することです。たとえば、仮想サービ
ス ID ではなく仮想サービス名を使用します。

• 仮想サービス呼び出し API の使用
この API では、仮想サービスを作成および管理できます。仮想サービスを作成し、レコーディング、要求/応答ペア、
または仕様ドキュメント別にトランザクションを追加できます。仮想サービスを MAR ファイルとしてエクスポート
することもできます。

• テスト呼び出し API の使用
この API により、テスト ケースとスイートを作成および管理できます。テスト ケースおよびテスト スイートを実行
したり、テストおよびテスト スイートから実行データを取得したりできます。

• REST 呼び出し API
この API では、コーディネータ サーバ、シミュレータ サーバ、および VSE を管理およびモニタできます。要求/応答
ペアから仮想サービスを作成することもできます。

• LISA Invoke
これはテストケース、テスト スイート、およびモデル アーカイブ（MAR）を実行できる、元の DevTest API です。

以下のビデオでは、DevTest ソリューション API を使用して仮想サービスを作成、展開、および管理する方法を示しま
す。

Service Virtualization API v3
このページでは、Service Virtualization API v3 を使用した仮想サービスの作成および管理について説明します。

NOTE

Service Virtualization API v3 と以前の API との主な違いは、操作のパラメータに ID ではなく名前を使用するこ
とです。

概要

要件

• DevTest レジストリが実行されている。
• VSE （Virtual Service Environment、仮想サービス環境）が実行されている。
• API 認証に DevTest ユーザ認証情報が使用されている。

エンドポイント

この API のルート URLは以下です。

http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/v3/

認証

この API には、 または LDAP 認証情報を使用した認証が必要です。認証には、認証要求ヘッダを使用します。curl を使
用した例を以下に示します。

curl -X GET -H "Authorization: Basic XXXXXXXXXXXXX" -H "Cache-Control: no-cache"
 "http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/v3/vses"
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リファレンス

詳細については、Swagger フレームワークがドキュメントおよびテスト用に以下の URL で設定されています。

http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/v3/swagger-ui

パラメータ

以下の表は、このドキュメントで使用されるパラメータのリストです。

パラメータ 説明
{vseName} VSE サーバ名
{virtualServiceName} 仮想サービス名

用語集

VS： 仮想サービス

VSE： 仮想サービス環境

応答コード

以下の表は、この API が返す応答コードのリストです。

コード 説明
200 成功
400 無効な要求（無効な入力データ）
404 見つかりません
500 サーバ エラー

サンプル Swagger ドキュメント

これは、以下の URL で入手可能な、Service Virtualization API v3 用の Swagger ドキュメントの例です。

http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/v3/swagger-ui

グループ タグを必須化するには、site.properties でプロパティ devtest.groupTag.mandatory を true に設定します。
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ステータスに基づいて仮想サービス環境の情報を取得

GET /vses

このエンドポイントは、クエリ パラメータで選択されたステータスに基づいて、VSE および対応する仮想サービスに関
する情報を取得します。
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必要なパラメータは status のみです。アクティブ状態の VSE のみを返すには、［アクティブ］を選択します。非アク
ティブ状態の VSE のみを返すには、［非アクティブ］を選択します。［両方］を選択すると、状態に関係なくすべての
VSE が返されます。

以下のオプション パラメータについて説明します。

dateTimeFrom： 返される期間の開始日を yyyy/MM/dd hh:mm:ss の形式で指定します。

dateTimeTo： 返される期間の終了日を yyyy/MM/dd hh:mm:ss の形式で指定します。デフォルトでは、要求は過去 30 日
間に基づいて実行されます。

sortBy： VSE 名またはライフ タイム トランザクション数によって並べ替えるかどうかを指定します。デフォルト値は
VSE 名です。

応答の内容は、JSON または XML 形式で受信できます。返された応答は、Swagger UI からダウンロードできます。

以下に、非アクティブ状態で 3 つの VSE を返した応答の例を示します。

NOTE
応答は、ステータスの選択に基づいて変化します。

{

  "totalVSEsCount": 3,

  "vseList": [

    {

      "consoleURL": "http://c02rl7umg8wn.dhcp.broadcom.net:1505/index.html",

      "fullName": "tcp://C02RL7UMG8WN:2013/VSE",

      "host": "tcp://C02RL7UMG8WN:2013/VSE",

      "lastEventOccurred": "08-05-2019 12:15:42",

      "lifetimeTransactionCount": 0,
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      "name": "VSE",

      "rollingTransactionCount": 0,

      "status": "Inactive",

      "upTime": 401268000,

      "virtualServiceCount": 2,

      "virtualServiceList": [

        {

          "modelName": "kioskV5",

          "name": "kioskV5",

          "status": "DOWN",

          "transactionCount": 0

        },

        {

          "modelName": "API_Test_23",

          "name": "API_Test_23",

          "status": "DOWN",

          "transactionCount": 0

        }

      ]

    },

    {

      "consoleURL": "http://c02rl7umg8wn.dhcp.broadcom.net:1505/index.html",

      "fullName": "tcp://c02rl7umg8wn.dhcp.broadcom.net:2013/VSE",

      "host": "tcp://c02rl7umg8wn.dhcp.broadcom.net:2013/VSE",

      "lastEventOccurred": "08-06-2019 11:07:04",

      "lifetimeTransactionCount": 0,

      "name": "VSE",

      "rollingTransactionCount": 0,

      "status": "Inactive",

      "upTime": 81482000,

      "virtualServiceCount": 2,

      "virtualServiceList": [

        {

          "modelName": "kioskV5",

          "name": "kioskV5",

          "status": "DOWN",

          "transactionCount": 0

        },

        {

          "modelName": "API_Test_23",

          "name": "API_Test_23",

          "status": "DOWN",

          "transactionCount": 0

        }

      ]

    },

    {

      "consoleURL": "http://c02rl7umg8wn.dhcp.broadcom.net:1505/index.html",

      "fullName": "tcp://c02rl7umg8wn.dhcp.broadcom.net:2017/VSE1",

      "host": "tcp://c02rl7umg8wn.dhcp.broadcom.net:2017/VSE1",

      "lastEventOccurred": "07-25-2019 17:05:37",

      "lifetimeTransactionCount": 0,

      "name": "VSE1",
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      "rollingTransactionCount": 0,

      "status": "Inactive",

      "upTime": 2062000,

      "virtualServiceCount": 0,

      "virtualServiceList": []

    }

  ]

}

lasteventOccurred パラメータは、ステータスが最後に変更された日時を示しています。uptime フィールドは、VSE が
現在のステータスになっている期間を示しています。

仮想サービスの情報の取得/MAR ファイルの生成

GET /vses/{vseName}/services/{virtualServiceName}

このエンドポイントは、既存の仮想サービスに関する情報を取得するか、または既存の仮想サービスを MAR ファイルと
して取得します。応答のコンテンツ タイプ ヘッダを設定することで、実行される機能を制御します。
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仮想サービスの更新

POST /vses/{vseName}/services/{virtualServiceName}

このエンドポイントは、RR ペアの補強または既存のトランザクションの更新/上書きにより、既存の仮想サービスを更新
します。また、アクティブなプロジェクト設定ファイルおよび従属データ ファイルを更新することもできます。このエ
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ンドポイントは、データ プロトコルの編集、WSDL または RAML のいずれかの仕様からのトランザクションの追加、ま
たは仮想サービス設定の更新はサポートしていません。

ポスト データの本文のタイプは form-data です。

必要に応じてキーと値を渡します。

たとえば、VSE の httprest という名前の仮想サービスに要求/応答ペアからの新しいトランザクションを追加する必要が
ある場合、以下に示すようにフィールドを渡します。

vseName: VSE
virtualServiceName: httprest
config: {"transportProtocol":{"overwriteTxns":false}}
deploy: true
inputFile1: New Request File
inputFile2: New Response File
inputFile1/inputFile2 are not strict keywords. The keywords can be of any name as the
 data we are passing is of form-data

たとえば、VSE の httprest という名前の仮想サービスに要求/応答ペアからの既存のトランザクションを更新する必要が
ある場合、以下に示すようにフィールドを渡します。

vseName: VSE
virtualServiceName: httprest
config: {"transportProtocol":{"overwriteTxns":true}}
deploy: true
inputFile1: Old Request File
inputFile2: Updated Response File
inputFile1/inputFile2 are not strict keywords. The keywords can be of any name as the
 data we are passing is of form-data

NOTE

仮想サービスの応答を上書きするには、仮想サービス API の更新の［設定］タブで、設定を
{“transportProtocol":{"overwriteTxns":true}} として渡します。応答をマージするには、仮想サー
ビス API の作成に "duptxns": true が必要です。また、仮想サービスの更新時には、"overwriteTxns”: false を指
定する必要があります。
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仮想サービスの作成

POST /vses/{vseName}/services

このエンドポイントは、新しい仮想サービスを作成します。以下を実行できる汎用作成ポイントを提供します。
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• Swagger、WSDL、RAML、および要求/応答ペアを含む定義ファイルから仮想サービスを作成する
• MAR ファイルを生成する
• 作成された仮想サービスを展開する
• アクティブな設定ファイルの指定
• データ ファイルの指定

仮想サービスを作成する場合、デフォルトの project.config が提供されます。activeConfig パラメータで指定された追
加の設定ファイルを指定した場合、仮想サービスは 2 つの設定ファイルで作成されます。アクティブな設定ファイル
は、project.config よりも優先されます。

NOTE

指定した設定ファイル名が既存の設定ファイルと競合する場合、連番を追加して名前が変更されます。

例： project(1).config

VSE の httprest という名前の仮想サービスがデフォルトの project.config とは異なる設定を使用する必要がある場合、
以下のサンプルに示すようにフィールドを渡します。

vseName: VSE

virtualServiceName: httprest

config: {"transportProtocol":{"overwriteTxns":false}}

deploy: true

activeConfig: New Configuration File

NOTE
データはフォーム データにあるので、任意のキーワードを使用して入力ファイルを指定できます。

VSE の httprest という名前の仮想サービスが異なるデータ ファイルを使用する必要がある場合、以下のサンプルに示す
ようにフィールドを渡します。

vseName: VSE

virtualServiceName: httprest

config: {"transportProtocol":{"overwriteTxns":false}}

deploy: true

dataFile: New Data File

NOTE

フォーム データが渡されるため、任意のキーワードを使用して入力ファイルを指定できます。

dataFile の拡張子は、<LISA_HOME>\contenttype.xml で定義されている必要があります。複数のファイルは zip 形式で
アップロードできます。zip ファイルをアップロードするには、2 回圧縮する必要があります。

NOTE
外部証明書の依存関係にある VSI/VSM から仮想サービスを作成する場合、データ フォルダからキー ストア
フォルダを圧縮する必要があります。さらに、証明書の拡張子を contenttype.xml ファイルに追加する必要があ
ります。

activeConfig および dataFile はデフォルトの設定およびデータ ファイルよりも優先されます。

ポートや SSL の情報を含む、作成用の設定オブジェクトの例を示します。

{ 
  "virtualService":{ 
     "version":"2",
       "name": "swaggertest273a2",
       "description": "Invoke API V3",
       "status": "",     
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       "capacity": "1",
       "thinkScale": "200",
       "autoRestart": "false",
       "startOnDeploy": "true",
       "groupTag": "test"
  },
  "transportProtocol":{ 
     "typeId":"HTTP",
     "basePath":"/",
     "useGateway":true,
     "hostHeaderPassThrough":false,
     "targetEndpoint":{ 
        "useSSL":true,
        "host":"",
        "port":"28657",
        "sslConfig":{ 
           "keystoreFile":"/Applications/CA/DevTest105/webreckeys.ks",
           "keystorePassword":"passphrase",
           "alias":"lisa",
           "aliasPassword":"passphrase"
        }
     }
  },
  "dataProtocol":{ 
     "forRequest":true,
     "typeId":"RESTDPH"
  }
}

ターゲットのエンドポイントや SSL の情報を含む、作成用の設定オブジェクトの例を示します。

{ 
  "virtualService":{ 
     "version":"2",
       "name": "swaggertest273a2",
       "description": "Invoke API V3",
       "status": "",     
       "capacity": "1",
       "thinkScale": "200",
       "autoRestart": "false",
       "startOnDeploy": "true",
       "groupTag": "test"
  },
  "transportProtocol":{ 
     "typeId":"HTTP",
     "basePath":"/",
     "useGateway":true,
     "hostHeaderPassThrough":false,
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     "targetEndpoint":{ 
        "useSSL":true,
        "host":"",
        "port":"28654",
        "sslConfig":{ 
           "keystoreFile":"/Applications/CA/DevTest105/webreckeys.ks",
           "keystorePassword":"passphrase",
           "alias":"lisa",
           "aliasPassword":"passphrase"
        }
     }
  },
  "dataProtocol":{ 
     "forRequest":true,
     "typeId":"RESTDPH"
  }
}

ポスト データの本文のタイプは form-data です。

VSI/VSM から仮想サービスを作成するときに、一般的には設定プロパティでプロパティを参照します。仮想サービスの
作成時に、使用する必要がある正しいアクティブな設定を指定できます。サービスでデータ ファイルを使用している場
合、datafile パラメータを指定して他のデータ ファイルを参照できます。

VSE の httprest という名前の仮想サービスで、httprest.zip ファイルに存在する更新された応答が必要な場合、以下の
例に示すようにフィールドを渡します。

vseName: VSE
virtualServiceName: httprest
deploy: true
inputFile1: <user_home>/httprest.zip

VSE の httprest という名前の仮想サービスが service.config に存在する異なる設定プロパティが必要で、newdataset.xls
ファイルにデータが存在する場合、以下のサンプルに示すようにフィールドを渡します。

vseName: VSE
virtualServiceName: httprest
deploy: true
activeConfig: <user_home>/service.config
dataFile: <user_home>/newdataset.xls

この例では、仮想サービスの作成時に service.config （設定ファイルで指定）が使用されます。
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NOTE
ramlurl パラメータは、0.8 および 1.0 の両方の仕様をサポートしています。

JSON 設定で、以下に示すようにグループ タグを指定します。グループ タグの必須検証は、ドロップダウン リストから
展開フラグに［true］を選択した場合にのみ適用されます。グループ タグが DevTest 実装に必須であるが提供されてい
ない場合、「#### ##########」というエラー 404 が返されます。

{  

   "virtualService":{  

      "version":"2",

       "name": "swaggertest273a2",

       "description": "Invoke API V3",

       "status": "",     

       "capacity": "1",

       "thinkScale": "200",

       "autoRestart": "false",

       "startOnDeploy": "true",

       "groupTag": "test"

   },

   "transportProtocol":{  

      "typeId":"HTTP",

      "basePath":"/",

      "useGateway":true,

      "hostHeaderPassThrough":false,

      "recordingEndpoint":{  

         "useSSL":true,

         "host":"",

         "port":"28654",

         "sslConfig":{  

            

   "dataProtocol":{  

      "forRequest":true,

      "typeId":"RESTDPH"

   }

}

仮想サービスの設定

設定は必須であり、以下の方法で指定できます。

• POST 要求内の config フォーム パラメータ。
• POST 要求の本文でファイルとして要求に追加される別個の JSON ファイル。

JSON 形式の設定例を示します。

{
  "virtualService": {
    "version": "2",
    "name": "API_Test_5",
    "description": "Invoke API V2",
    "status": ""
  },
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  "transportProtocol": {
    "typeId": "HTTP",
    "basePath": "/",
    "useGateway": true,
    "hostHeaderPassThrough": false
  },
  "dataProtocol": {
    "forRequest": true,
    "typeId": "RESTDPH"
  }
}

カスタム REST ルールを使用した設定の拡張

デフォルトでは、 はすべての HTTP REST サービス用の REST ルールを自動的に生成します。JSON 設定でこれらの
ルールを上書きすることができます。

{
  "virtualService": {
    "version": "2",
    "name": "API_Test_5",
    "description": "Invoke API V2",
    "status": ""
  },
  "transportProtocol": {
    "typeId": "HTTP",
    "basePath": "/",
    "useGateway": true,
    "hostHeaderPassThrough": false
  },
  "dataProtocol": {
    "forRequest": true,
    "typeId": "RESTDPH",
    "config": {
        "rules": [
          {
            "valid": true,
            "uri": "GET /inventory/cars/"
          },
          {
            "valid": true,
            "uri": "GET /inventory/carMake/index.json/"
          },
          {
            "valid": true,
            "uri": "GET /inventory/carDealer/index/"
          },
          {
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            "valid": true,
            "uri": "GET /inventory/carInventory/{URLPARAM0}/"
          },
          {
            "valid": true,
            "uri": "GET /inventory/carMake/{URLPARAM0}/models.json/"
          },
          {
            "valid": true,
            "uri": "GET /loan/lisa.simpson/"
          },
          {
            "valid": true,
            "uri": "POST /loan/"
          },
          {
            "valid": true,
            "uri": "GET /html",
            "editing": true
          }
        ]
    }
  }
}

Swagger 仕様からの仮想サービスの作成

フォーム パラメータとしてパラメータ swaggerurl を追加するか、または JSON 定義ファイルを添付ファイルに追加し
ます。

RAML 仕様からの仮想サービスの作成

フォーム パラメータとしてパラメータ ramlurl を追加するか、または JSON 定義ファイルを添付ファイルに追加しま
す。

WADL 仕様からの仮想サービスの作成

フォーム パラメータとしてパラメータ waldurl を追加するか、または JSON 定義ファイルを添付ファイルに追加しま
す。

要求/応答ペアからの仮想サービスの作成

要求の本文に要求/応答ペア ファイルを添付します。要求/応答ペアが処理され、仮想サービスがそれらから作成されま
す。

RR ペアによる反応時間の変更

反応時間は、VSE が要求への応答を遅らせる時間値です。反応時間は、応答を送信する待機時間を指定します。仮想
サービスが V3 API を介して RR ペアから作成/更新される場合、値はサイドカー ファイルで指定されたものに基づきま
す。サイドカー ファイルを使用して、要求/応答ペアでの応答の反応時間を指定できます。サイドカーの詳細について
は、「要求/応答ペア」を参照してください。
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反応時間プロパティは応答にのみ適用されるため、グローバルまたは特定の応答サイドカー ファイルで指定する必要が
あります。ただし、特定のサイドカー ファイル内のエントリは、グローバル サイドカー ファイル内のエントリよりも優
先されます。

以下のファイルのリストでは、2 つがサイドカー ファイルです。meta-rsp.properties ファイルはグローバル応答サイド
カー ファイル、depositMoney-rsp-meta.properties ファイルは特定の応答サイドカー ファイルです。

• depositMoney-req.txt
• depositMoney-rsp.txt
• depositMoney-rsp-meta.properties
• meta-rsp.properties

以下の例では、グローバルまたは特定の応答サイドカー ファイルで応答の反応時間を設定するために使用する必要があ
るキー/値ペアを示します。

thinkTimeSpec=999

デフォルトでは、値はミリ秒単位です。時間の単位を指定するには、サフィックスを数値に追加します。大文字と小文字
は区別されません。以下のサフィックスを使用できます。

サフィックス 説明 例
t ミリ秒 50t
秒 秒 10s
m 分 2m
h 時間 1h

数値の範囲を指定できます。反応時間は、指定した範囲からランダムに選択されます。たとえば、値「100-1000」
は、100 ～ 1000 ミリ秒のランダムな反応時間を示します。

反応時間が 10 ミリ秒で、要求を処理して応答を検索するのに 5 ミリ秒かかる場合、5 ミリ秒の遅延が余分に加算される
のみです。

反応時間が 0 であるか、または要求の処理に要した時間より短い場合、VSE は応答を可能な限り迅速に送信します。

パフォーマンス向上をシミュレートするには、値を減らします。

パフォーマンス低下をシミュレートするには、値を増やします。

NOTE

仮想サービスを更新すると、グローバル サイドカー ファイルの反応時間は、指定された RR ペアに適用されま
すが、既存のものには適用されません。

仮想サービス呼び出し API
このページでは、仮想サービス呼び出し RESTful API を使用して仮想サービスを作成および管理する機能について説明
します。

概要

要件

•  レジストリが実行されている。
• 仮想サービス環境（VSE）が実行されている。
• API 認証に  ユーザ認証情報が使用されている。
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エンドポイント

この API のルート URLは以下です。

http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/v2/

認証

この API には、 または LDAP 認証情報を使用した認証が必要です。認証には、認証要求ヘッダを使用します。curl を使
用した例を以下に示します。

curl -X GET 

-H "Authorization: Basic XXXXXXXXXXXXX"

-H "Cache-Control: no-cache" 

"http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/v2/vses"

リファレンス

詳細については、Swagger フレームワークがドキュメントおよびテスト用に以下の URL で設定されています。

• Swagger UI： http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/v2/swagger-ui
• Swagger JSON： http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/v2/swagger-json

パラメータ

以下の表は、このドキュメントで使用されるパラメータのリストです。

パラメータ 説明
{vseId} VSE サーバ ID
{sessionId} ビルダ セッション ID
{tpId} トランスポート プロトコル ID
{dpId} データ プロトコル ID
{recorderId} レコーダ ID
{bundleId} トランザクション バンドル ID
{inputContainerId} 入力コンテナ ID
{contentId} コンテンツ ID
{processorId} 入力プロセッサ ID
{transactionId} トランザクション ID
{procId} バンドル プロセッサ ID
{serviceId} 仮想サービス ID

用語集

VS
仮想サービス

VSE

仮想サービス環境

ビルダ セッション
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設定（トランスポート プロトコル）やコンテンツ（トランザクション）など、VS の作成または編集に必要なすべての情
報が含まれています。

トランスポート プロトコル

ビルダ セッションのすべての設定、特に重要なものとしてプロトコルのタイプ、レコーディング、およびターゲット エ
ンドポイントを保持します。

入力コンテナ

アップロードされたアーティファクト（要求/応答ペア、仕様ドキュメントなど）を、トランザクション作成のために処
理されるまで保持するサーバ側のコンテナです。

入力プロセッサ

提供されたアーティファクトからトランザクションを作成するため、「入力コンテナ」のコンテンツの処理を担います。

応答コード

以下の表は、この API が返す応答コードのリストです。

コード 説明
200 成功
201 作成されました（成功）
202 受理されました（成功）
204 コンテンツなし（成功）
400 無効な要求（無効な入力データ）
404 見つかりません
500 サーバ エラー

レコーディングによる仮想サービスの作成

VSE ID の取得

要求：

GET /vses

応答：

{

    "_links": {

        "self": {

            "href": "http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/v2/vses/

j4xHDBZf8x3-9Hmsv25utXt2HZjEoNlliAx3LVkNoBDN4VxvYo-m"

        }

    }

}

成功した応答は、VSE サーバの JSON オブジェクトの配列を返します。VSE を選択し、
「self」リンクにある、その VSE ID を使用し書き留めます。上記の例を使用すると、{vseId} は
j4xHDBZf8x3-9Hmsv25utXt2HZjEoNlliAx3LVkNoBDN4VxvYo-m です。
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ビルダ セッションの作成

要求：

POST /vses/{vseId}/vsBuilderSessions

{

    "name": "test001",

    "description": "Optional description"

}

応答：

{

    "_links": {

        "self": {

            "href": "http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/v2/

vses/j4xHDBZf8x3-9Hmsv25utXt2HZjEoNlliAx3LVkNoBDN4VxvYo-m/vsBuilderSessions/

efrsjq_mqVTNwXYsmQ9vxE1dYTwWNy07FD8ioKuZmVNugsgWHAU"

        }

    },

    "id": "efrsjq_mqVTNwXYsmQ9vxE1dYTwWNy07FD8ioKuZmVNugsgWHAU",

    "modifyDate": "2016-12-20T14:34:21-06:00",

    "defaultNonLeafTolerance": "WIDE",

    "name": "test001",

    "description": "Optional description",

    "defaultLeafTolerance": "LOOSE",

    "version": "2",

    "createDate": "2016-12-20T14:34:21-06:00"

}

要求の本体は新しい VS ビルダ セッションを含んでいる JSON オブジェクトである必要があります。成功した応答
は、新しく作成されたビルダ セッション オブジェクトを表す JSON オブジェクトを返します。上記の例を使用する
と、{sessionId} は efrsjq_mqVTNwXYsmQ9vxE1dYTwWNy07FD8ioKuZmVNugsgWHAU です。

トランスポート プロトコルの作成

要求：

POST /vses/{vseId}/vsBuilderSessions/{sessionId}/transportProtocols

{

    "typeId": "HTTP",

    "basePath": "/",

    "useGateway": true,

    "hostHeaderPassThrough": false,

    "recordingEndpoint": {

        "host": "localhost",

        "port": "8001"

    },

    "targetEndpoint": {

        "host": "localhost",

        "port": "8080"

    }

}
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応答：

{

    "_links": {

        "self": {

            "href": "http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/v2/

vses/j4xHDBZf8x3-9Hmsv25utXt2HZjEoNlliAx3LVkNoBDN4VxvYo-m/vsBuilderSessions/

efrsjq_mqVTNwXYsmQ9vxE1dYTwWNy07FD8ioKuZmVNugsgWHAU/transportProtocols/bcQqa1IHnc0b_c2g7JkqO-

bsAX_6h5sSnYn0VTbLbu8fAggefp"

        }

    },

    "id": "bcQqa1IHnc0b_c2g7JkqO-bsAX_6h5sSnYn0VTbLbu8fAggefp",

    "basePath": "/",

    "asObject": false,

    "useGateway": true,

    "hostHeaderPassThrough": false,

    "allAreStateless": false,

    "targetEndpoint": {

        "port": "8080",

        "host": "localhost"

    },

    "typeId": "HTTP",

    "desensitize": false,

    "duptxns": false,

    "recordingEndpoint": {

        "port": "8001",

        "host": "localhost"

    }

}

成功した応答は、新しいトランスポート プロトコルを含んだ JSON を返します。リリース 10.0 では、複数のトランス
ポート プロトコルを作成することができますが、レコーダによって使用されるのは最初に作成されたもののみです。上
記の例を使用すると、{tpId} は bcQqa1IHnc0b_c2g7JkqO-bsAX_6h5sSnYn0VTbLbu8fAggefp です。

データ プロトコルの追加（オプション）

要求：

POST /vses/{vseId}/vsBuilderSessions/{sessionId}/transportProtocols/{tpId}/dataProtocols

{

    "forRequest": true,

    "typeId": "SOAPDPH"

}

応答：

{

    "_links": {

        "self": {

            "href": "http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/v2/

vses/j4xHDBZf8x3-9Hmsv25utXt2HZjEoNlliAx3LVkNoBDN4VxvYo-m/vsBuilderSessions/

efrsjq_mqVTNwXYsmQ9vxE1dYTwWNy07FD8ioKuZmVNugsgWHAU/transportProtocols/bcQqa1IHnc0b_c2g7JkqO-

bsAX_6h5sSnYn0VTbLbu8fAggefp/dataProtocols/efiLyVgPDlffNNXvPXbpdKE6yM1dCuU5qJJPtxrJKCmLAUbYZJn"

        }
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    },

    "id": "efiLyVgPDlffNNXvPXbpdKE6yM1dCuU5qJJPtxrJKCmLAUbYZJn",

    "forRequest": true,

    "typeId": "SOAPDPH"

}

これにより、特定のビルダ セッションおよびトランスポート プロトコルに応じたデータ プロトコルが作成されます。

• Web サービス（SOAP）データ プロトコルの SOAPDPH を使用。
• JSON 2.0 データ プロトコルの JSONDPH を使用。
• XML データ プロトコルの XMLDPH を使用。

上記の例を使用すると、{dpId} は efiLyVgPDlffNNXvPXbpdKE6yM1dCuU5qJJPtxrJKCmLAUbYZJn です。

NULL データ プロトコル：

NULL データ プロトコルは、データ プロトコルと同様に機能します。
POST /vses/{vseId}/vsBuilderSessions/{sessionId}/transportProtocols/{tpId}/dataProtocols
{
    
"typeId"
: 
"NULLDPH"
}
このプロトコルを、指定されたトランスポート プロトコルに追加すると、コンテンツ検出ができなくなります（「コン
テンツ検出」を参照）。

トランザクションの追加

1. レコーダを開始します
要求：

POST /vses/{vseId}/recorders

{

  "sessionId": "{sessionId}"

}

応答：

{

    "_links": {

        "self": {

            "href": "http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/

v2/vses/j4xHDBZf8x3-9Hmsv25utXt2HZjEoNlliAx3LVkNoBDN4VxvYo-m/recorders/

bgwfXptUuOfsyVfJCRZ67db-5JkJGtaDuAnqDIrXjdLU80dWgk"

        }

    },

    "id": "bgwfXptUuOfsyVfJCRZ67db-5JkJGtaDuAnqDIrXjdLU80dWgk",

    "transactionCount": 0,

    "sessionCount": 0

}

レコーダが記録を開始しました。
「トランスポート プロトコルの作成」の例を使用すると、レコーダは http://localhost:8001 （レコー
ディング エンドポイント ホストおよびポート）でリスンし、要求を http://localhost:8080 （ター
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ゲット エンドポイント ホストおよびポート）に転送します。上記の例を使用すると、{recorderId}
は、bgwfXptUuOfsyVfJCRZ67db-5JkJGtaDuAnqDIrXjdLU80dWgk です。

2. レコーディング エンドポイントを開き、トランザクションをレコーディングします

3. レコーダを停止します

要求：

DELETE /vses/{vseId}/recorders/{recorderId}

4. コンテンツ検出

要求：

GET /vses/{vseId}/vsBuilderSessions/{sessionId}/transportProtocols/{tpId}/dataProtocols

データ プロトコルをトランスポート プロトコルに手動で追加しなかった場合、レコーディングが停止されると、レコー
ディング中にコンテンツ検出によって検出された DPH がトランスポート プロトコルに追加されます。検出および追加さ
れた任意のデータ プロトコルを表示するために、上記で指定された API を使用できます。コンテンツ検出を無効にする
には、「Null データ プロトコル」を参照してください。

トランザクションの管理

トランザクションの管理（データ プロトコルを適用しない）

要求：

GET /vses/{vseId}/vsBuilderSessions/{sessionId}/transportProtocols/{tpId}/transactions

応答は、デフォルトでは、最初の 100 個のトランザクションを返します。オフセットや制限のパラメータを URL
に追加し、一度により多くのトランザクションを取得したり、ページングを行ったりすることができます。例： ?
offset=0&limit=150 特定のトランザクションを管理するには、各トランザクションの一意のトランザクション ID を書き
留めます。

要求：

GET /vses/{vseId}/vsBuilderSessions/{sessionId}/transportProtocols/{tpId}/transactions/{transactionId}

要求：

DELETE /vses/{vseId}/vsBuilderSessions/{sessionId}/transportProtocols/{tpId}/transactions/{transactionId}

トランザクションの管理（データ プロトコルを適用する）

以下の API は以前（raw バージョン）と同じトランザクションを返しますが、{dpId} によって指定されたデータ プロト
コルおよびそれまでのデータ プロトコルによって解析されています。3 つのデータ プロトコルがあり、2 番目のものの
ID を指定した場合、トランザクションは、1 番目と 2 番目のデータ プロトコルのみが適用された状態で表示されます。

要求：

GET /vses/{vseId}/vsBuilderSessions/{sessionId}/transportProtocols/{tpId}/dataProtocols/{dpId}/transactions

応答は、デフォルトでは、最初の 100 個のトランザクションを返します。オフセットや制限のパラメータを URL
に追加し、一度により多くのトランザクションを取得したり、ページングを行ったりすることができます。例： ?
offset=0&limit=150 特定のトランザクションを管理するには、各トランザクションの一意のトランザクション ID を書き
留めます。

要求：
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GET /vses/{vseId}/vsBuilderSessions/{sessionId}/transportProtocols/{tpId}/dataProtocols/{dpId}/transactions/

{transactionId}

仮想サービスの作成

要求：

GET /vses/{vseId}/vsBuilderSessions/{sessionId}

Accept: application/zip

応答： 応答は、仮想サービス ファイルを含む ZIP ファイルです。

レコーディングからトランザクションを既存の仮想サービスへ追加

VSE ID の取得

要求：

GET /vses

応答：

{

    "_links": {

        "self": {

            "href": "http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/v2/vses/

j4xHDBZf8x3-9Hmsv25utXt2HZjEoNlliAx3LVkNoBDN4VxvYo-m"

        }

    }

}

成功した応答は、VSE サーバの JSON オブジェクトの配列を返します。VSE を選択し、
「self」リンクにある、その VSE ID を使用し書き留めます。上記の例を使用すると、{vseId} は
j4xHDBZf8x3-9Hmsv25utXt2HZjEoNlliAx3LVkNoBDN4VxvYo-m です。

MAR（既存 VS）からのビルダ セッションの作成

要求：

POST /vses/{vseId}/vsBuilderSessions

Content-Type: application/zip

<Body: MAR file you want to upload>

応答：

{

    "_links": {

        "self": {

            "href": "http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/v2/

vses/j4xHDBZf8x3-9Hmsv25utXt2HZjEoNlliAx3LVkNoBDN4VxvYo-m/vsBuilderSessions/

efrsjq_mqVTNwXYsmQ9vxE1dYTwWNy07FD8ioKuZmVNugsgWHAU"

        }

    },

    "id": "efrsjq_mqVTNwXYsmQ9vxE1dYTwWNy07FD8ioKuZmVNugsgWHAU",

    "modifyDate": "2016-12-20T14:34:21-06:00",
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    "defaultNonLeafTolerance": "WIDE",

    "name": "test001",

    "description": "Optional description",

    "defaultLeafTolerance": "LOOSE",

    "version": "2",

    "createDate": "2016-12-20T14:34:21-06:00"

}

要求には、コンテンツ タイプが application/zip に設定された VS MAR ファイルが必要です。成功した応答は、新しく作
成されたビルダ セッション オブジェクトを表す JSON オブジェクトを返します。上記の例を使用すると、{sessionId}
は efrsjq_mqVTNwXYsmQ9vxE1dYTwWNy07FD8ioKuZmVNugsgWHAU です。

1 つまたは複数のトランスポート プロトコルの表示

要求：

GET /vses/{vseId}/vsBuilderSessions/{sessionId}/transportProtocols 

成功した応答は、トランスポート プロトコルのリストを含んだ JSON を返します。トランスポート プロトコルのうちの
1 つの ID プロパティを、以下の API コールでは {tpId} として使用します。
リリース 10.0 では、複数のトランスポート プロトコルを作成することができますが、レコーダによって使用されるの
は最初に作成されたもののみです。新しいデータ プロトコルを追加するには、「データ プロトコルの追加（オプショ
ン）」を参照してください。

1 つまたは複数のデータ プロトコルの表示（オプション）

要求：

GET /vses/{vseId}/vsBuilderSessions/{sessionId}/transportProtocols/{tpId}/dataProtocols

成功した応答は、データ プロトコルのリストを含んだ JSON を返します。データ プロトコルのうちの 1 つの ID プロパ
ティを、以下の API コールでは {dpId} として使用します。
新しいデータ プロトコルを追加するには、「データ プロトコルの追加（オプション）」を参照してください。

トランザクションの追加

レコーダの開始

要求：

POST /vses/{vseId}/recorders

{

  "sessionId": "{sessionId}"

}

応答：

{

    "_links": {

        "self": {

            "href": "http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/

v2/vses/j4xHDBZf8x3-9Hmsv25utXt2HZjEoNlliAx3LVkNoBDN4VxvYo-m/recorders/

bgwfXptUuOfsyVfJCRZ67db-5JkJGtaDuAnqDIrXjdLU80dWgk"

        }

    },

    "id": "bgwfXptUuOfsyVfJCRZ67db-5JkJGtaDuAnqDIrXjdLU80dWgk",
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    "transactionCount": 0,

    "sessionCount": 0

}

レコーダが記録を開始しました。「トランスポート プロトコルの作成」の例を使用すると、レコーダは http://
localhost:8001 （レコーディング エンドポイント ホストおよびポート）でリスンし、要求を http://localhost:8080 （ター
ゲット エンドポイント ホストおよびポート）に転送します。
上記の例を使用すると、{recorderId} は、bgwfXptUuOfsyVfJCRZ67db-5JkJGtaDuAnqDIrXjdLU80dWgk です。

レコーディング エンドポイントを開き、トランザクションをレコーディングする

レコーダの停止

要求：

DELETE /vses/{vseId}/recorders/{recorderId}

トランザクションの管理

トランザクションの管理（データ プロトコルを適用しない）

要求：

GET /vses/{vseId}/vsBuilderSessions/{sessionId}/transportProtocols/{tpId}/transactions

応答は、デフォルトでは、最初の 100 個のトランザクションを返します。オフセットや制限のパラメータを URL
に追加し、一度により多くのトランザクションを取得したり、ページングを行ったりすることができます。例： ?
offset=0&limit=150 特定のトランザクションを管理するには、各トランザクションの一意のトランザクション ID を書き
留めます。

要求：

GET /vses/{vseId}/vsBuilderSessions/{sessionId}/transportProtocols/{tpId}/transactions/{transactionId}

要求：

DELETE /vses/{vseId}/vsBuilderSessions/{sessionId}/transportProtocols/{tpId}/transactions/{transactionId}

トランザクションの管理（データ プロトコルを適用する）

以下の API は以前（raw バージョン）と同じトランザクションを返しますが、{dpId} によって指定されたデータ プロト
コルおよびそれまでのデータ プロトコルによって解析されています。3 つのデータ プロトコルがあり、2 番目のものの
ID を指定した場合、トランザクションは、1 番目と 2 番目のデータ プロトコルのみが適用された状態で表示されます。

要求：

GET /vses/{vseId}/vsBuilderSessions/{sessionId}/transportProtocols/{tpId}/dataProtocols/{dpId}/transactions

応答は、デフォルトでは、最初の 100 個のトランザクションを返します。オフセットや制限のパラメータを URL
に追加し、一度により多くのトランザクションを取得したり、ページングを行ったりすることができます。例： ?
offset=0&limit=150 特定のトランザクションを管理するには、各トランザクションの一意のトランザクション ID を書き
留めます。

要求：

GET /vses/{vseId}/vsBuilderSessions/{sessionId}/transportProtocols/{tpId}/dataProtocols/{dpId}/transactions/

{transactionId}
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仮想サービスの作成

要求：

GET /vses/{vseId}/vsBuilderSessions/{sessionId}

Accept: application/zip

応答： 応答は、仮想サービス ファイルを含む ZIP ファイルです。

要求/応答ペアまたは仕様ドキュメント（WSDL）から仮想サービスを作成

VSE ID の取得

要求：

GET /vses

応答：

{

    "_links": {

        "self": {

            "href": "http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/v2/vses/

j4xHDBZf8x3-9Hmsv25utXt2HZjEoNlliAx3LVkNoBDN4VxvYo-m"

        }

    }

}

成功した応答は、VSE サーバの JSON オブジェクトの配列を返します。VSE を選択し、
「self」リンクにある、その VSE ID を使用し書き留めます。上記の例を使用すると、{vseId} は
j4xHDBZf8x3-9Hmsv25utXt2HZjEoNlliAx3LVkNoBDN4VxvYo-m です。

ビルダ セッションの作成

要求：

POST /vses/{vseId}/vsBuilderSessions

{

    "name": "test001",

    "description": "Optional description"

}

応答：

{

    "_links": {

        "self": {

            "href": "http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/v2/

vses/j4xHDBZf8x3-9Hmsv25utXt2HZjEoNlliAx3LVkNoBDN4VxvYo-m/vsBuilderSessions/

efrsjq_mqVTNwXYsmQ9vxE1dYTwWNy07FD8ioKuZmVNugsgWHAU"

        }

    },

    "id": "efrsjq_mqVTNwXYsmQ9vxE1dYTwWNy07FD8ioKuZmVNugsgWHAU",

    "modifyDate": "2016-12-20T14:34:21-06:00",

    "defaultNonLeafTolerance": "WIDE",

    "name": "test001",
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    "description": "Optional description",

    "defaultLeafTolerance": "LOOSE",

    "version": "2",

    "createDate": "2016-12-20T14:34:21-06:00"

}

要求の本体は新しい VS ビルダ セッションを含んでいる JSON オブジェクトである必要があります。成功した応答
は、新しく作成されたビルダ セッション オブジェクトを表す JSON オブジェクトを返します。上記の例を使用する
と、{sessionId} は efrsjq_mqVTNwXYsmQ9vxE1dYTwWNy07FD8ioKuZmVNugsgWHAU です。

トランスポート プロトコルの作成

要求：

POST /vses/{vseId}/vsBuilderSessions/{sessionId}/transportProtocols

{

    "typeId": "HTTP",

    "basePath": "/",

    "useGateway": true,

    "hostHeaderPassThrough": false,

    "recordingEndpoint": {

        "host": "localhost",

        "port": "8001"

    },

    "targetEndpoint": {

        "host": "localhost",

        "port": "8080"

    }

}

応答：

{

    "_links": {

        "self": {

            "href": "http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/v2/

vses/j4xHDBZf8x3-9Hmsv25utXt2HZjEoNlliAx3LVkNoBDN4VxvYo-m/vsBuilderSessions/

efrsjq_mqVTNwXYsmQ9vxE1dYTwWNy07FD8ioKuZmVNugsgWHAU/transportProtocols/bcQqa1IHnc0b_c2g7JkqO-

bsAX_6h5sSnYn0VTbLbu8fAggefp"

        }

    },

    "id": "bcQqa1IHnc0b_c2g7JkqO-bsAX_6h5sSnYn0VTbLbu8fAggefp",

    "basePath": "/",

    "asObject": false,

    "useGateway": true,

    "hostHeaderPassThrough": false,

    "allAreStateless": false,

    "targetEndpoint": {

        "port": "8080",

        "host": "localhost"

    },

    "typeId": "HTTP",

    "desensitize": false,

    "duptxns": false,
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    "recordingEndpoint": {

        "port": "8001",

        "host": "localhost"

    }

}

成功した応答は、新しいトランスポート プロトコルを含んだ JSON を返します。リリース 10.0 では、複数のトランス
ポート プロトコルを作成することができますが、レコーダによって使用されるのは最初に作成されたもののみです。上
記の例を使用すると、{tpId} は bcQqa1IHnc0b_c2g7JkqO-bsAX_6h5sSnYn0VTbLbu8fAggefp です。

データ プロトコルの追加（オプション）

要求：

POST /vses/{vseId}/vsBuilderSessions/{sessionId}/transportProtocols/{tpId}/dataProtocols

{

    "forRequest": true,

    "typeId": "SOAPDPH"

}

応答：

{

    "_links": {

        "self": {

            "href": "http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/v2/

vses/j4xHDBZf8x3-9Hmsv25utXt2HZjEoNlliAx3LVkNoBDN4VxvYo-m/vsBuilderSessions/

efrsjq_mqVTNwXYsmQ9vxE1dYTwWNy07FD8ioKuZmVNugsgWHAU/transportProtocols/bcQqa1IHnc0b_c2g7JkqO-

bsAX_6h5sSnYn0VTbLbu8fAggefp/dataProtocols/efiLyVgPDlffNNXvPXbpdKE6yM1dCuU5qJJPtxrJKCmLAUbYZJn"

        }

    },

    "id": "efiLyVgPDlffNNXvPXbpdKE6yM1dCuU5qJJPtxrJKCmLAUbYZJn",

    "forRequest": true,

    "typeId": "SOAPDPH"

}

特定のビルダ セッションおよびトランスポート プロトコルに応じたデータ プロトコルが作成されます。

• Web サービス（SOAP）データ プロトコルの SOAPDPH を使用。
• JSON 2.0 データ プロトコルの JSONDPH を使用。
• XML データ プロトコルの XMLDPH を使用。

上記の例を使用すると、{dpId} は efiLyVgPDlffNNXvPXbpdKE6yM1dCuU5qJJPtxrJKCmLAUbYZJn です。

トランザクションの追加

トランザクション バンドルの作成

要求：

POST /vses/{vseId}/bundles

{}

応答：
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{

    "_links": {

        "self": {

            "href": "http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/v2/vses/

j4xHDBZf8x3-9Hmsv25utXt2HZjEoNlliAx3LVkNoBDN4VxvYo-m/bundles/1RKLr1NXz758V7NFvddEBB"

        }

    },

    "id": "1RKLr1NXz758V7NFvddEBB",

    "_embedded": {

        "transactions": []

    }

}

上記の例を使用すると、{bundleId} は 1RKLr1NXz758V7NFvddEBB です。

入力コンテナの作成

NOTE
入力コンテナは、アップロードされたアーティファクト（要求/応答ペア、仕様ドキュメントなど）を、トラン
ザクション作成のために処理されるまで保持するサーバ側のコンテナです。

要求：

POST /vses/{vseId}/bundles/{bundleId}/inputContainers

{}

応答：

{

    "_links": {

        "self": {

            "href": "http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/v2/vses/

j4xHDBZf8x3-9Hmsv25utXt2HZjEoNlliAx3LVkNoBDN4VxvYo-m/bundles/1RKLr1NXz758V7NFvddEBB/inputContainers/

IC1Za52IBxr39PIwEUIlBt8m"

        }

    },

    "id": "IC1Za52IBxr39PIwEUIlBt8m",

    "_embedded": {

        "transSources": []

    }

}

上記の例を使用すると、{inputContainerId} は IC1Za52IBxr39PIwEUIlBt8m です。

入力コンテナへのデータのアップロード

• 要求/応答ペア ファイルを入力コンテナにアップロードします。

要求：

POST /vses/{vseId}/bundles/{bundleId}/inputContainers/{inputContainerId}/contents

Content-Type: multipart/form-data

file1=<the file you want to upload>

file2=<the file you want to upload>
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要求例（cURL を使用）：

curl -X POST

-H "Authorization: Basic XXXXXXXXXXXXX"

-H "Content-Type: multipart/form-data;"

-F "file1=@/Applications/CA/DevTest/Projects/Bank v5/Data/rrpair/PayAction-req.txt"

-F "file2=@/Applications/CA/DevTest/Projects/Bank v5/Data/rrpair/PayAction-rsp.txt"

"http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/v2/vses/j4xHDBZf8x3-9Hmsv25utXt2HZjEoNlliAx3LVkNoBDN4VxvYo-

m/bundles/1RKLr1NXz758V7NFvddEBB/inputContainers/IC1Za52IBxr39PIwEUIlBt8m/contents"

上記の例では、Bank v5 プロジェクトのサンプルで定義された要求/応答ペアを使用しています。新しい {contentId} は、
応答の「id」フィールドです。

• 仕様ドキュメント（WSDL）を入力コンテナにアップロードします。

要求：

POST /vses/{vseId}/bundles/{bundleId}/inputContainers/{inputContainerId}/contents

Accept: application/zip

{

    "url":"http://localhost:8080/itkoExamples/EJB3UserControlBean?wsdl"

}

上記の例では、 DemoServer （LISA Bank）が実行されている必要があります。応答の {contentId} を書き留めます。

入力プロセッサを使用したデータの処理

NOTE
「入力プロセッサ」は提供されたアーティファクトからトランザクションを作成するため、「入力コンテナ」
のコンテンツの処理を担います。

• 入力プロセッサを開始します。

要求：

POST /vses/{vseId}/bundles/{bundleId}/inputProcessors

{

    "container": "{inputContainerId}"

}

応答：

{

    "_links": {

        "self": {

            "href": "http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/v2/vses/

j4xHDBZf8x3-9Hmsv25utXt2HZjEoNlliAx3LVkNoBDN4VxvYo-m/bundles/1RKLr1NXz758V7NFvddEBB/inputProcessors/

IPrp57Jc9v2n9P7yimix5I2"

        }

    },

    "id": "IPrp57Jc9v2n9P7yimix5I2"

}

上記の例を使用すると、{processorId} は IPrp57Jc9v2n9P7yimix5I2 です。

• 入力プロセッサのステータスを確認します。
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要求：

GET /vses/{vseId}/bundles/{bundleId}/inputProcessors/{processorId}

• 入力プロセッサを停止します（完了していた場合）。

要求：

DELETE /vses/{vseId}/bundles/{bundleId}/inputProcessors/{processorId}

トランザクション バンドルでのトランザクションの管理

• バンドルにトランザクションを手動で追加

要求： （ボディ プロパティは Base64 でエンコードされています）

POST /vses/{vseId}/bundles/{bundleId}/transactions

{

    "request": {

        "body":

 "R0VUIC9pdGtvLWV4YW1wbGVzL3RleHQtcmVzcG9uc2UudHh0IEhUVFAvMS4xDQpBY2NlcHQ6IHRleHQvaHRtbA0KSG9zdDogbG9jYWxob3N0OjgwODANCg=="

    },

    "responses": [ 

        {

            "body":

 "SFRUUC8xLjEgMjAwIE9LDQpTZXJ2ZXI6IEFwYWNoZS1Db3lvdGUvMS4xDQpFVGFnOiBXLyIxNzUtMTQ4MzQ2NzYyMjAwMCINClgtUkJULU9wdGltaXplZC1CeTogVVNQTFJCMDEgKFJpT1MgOS4xLjIpIFNDDQpMYXN0LU1vZGlmaWVkOiBUdWUsIDAzIEphbiAyMDE3IDE4OjIwOjIyIEdNVA0KQ29udGVudC1MZW5ndGg6IDE3NQ0KRGF0ZTogVHVlLCAwMyBKYW4gMjAxNyAwMDowMDowMCBHTVQNClgtUG93ZXJlZC1CeTogU2VydmxldCAyLjQ7IEpCb3NzLTQuMi4zLkdBIChidWlsZDogU1ZOVGFnPUpCb3NzXzRfMl8zX0dBIGRhdGU9MjAwODA3MTgxNDM5KS9KQm9zc1dlYi0yLjANCkNvbnRlbnQtVHlwZTogdGV4dC9wbGFpbg0KDQpUaGlzIGZpbGUgaXMgYW4gZXhhbXBsZSBvZiBhIG5vbi1odG1sIHJlc3BvbnNlIGZpbGUgdG8gdGVzdCBvbi1vZmYgZmVhdHVyZXMgb2YgdGhlIHJlY29yZGVyLg0KDQpUZXN0aW5nIGlzIGEgbWFuZGF0ZSBhbmQgeW91IG5lZWQgdG8gZG8gaXQuICBFdmVyeW9uZSBzaG91bGQgb3duIHF1YWxpdHkuDQoNCkNoZWVycw=="

         }

    ]

}

トランザクション要求例（Base64 デコード）：

GET /itko-examples/text-response.txt HTTP/1.1

Accept: text/html

Host: localhost:8080

 

トランザクション応答例（Base64 デコード）

HTTP/1.1 200 OK

Server: Apache-Coyote/1.1

ETag: W/"175-1483467622000"

X-RBT-Optimized-By: USPLRB01 (RiOS 9.1.2) SC

Last-Modified: Tue, 03 Jan 2017 18:20:22 GMT

Content-Length: 175

Date: Tue, 03 Jan 2017 00:00:00 GMT

X-Powered-By: Servlet 2.4; JBoss-4.2.3.GA (build: SVNTag=JBoss_4_2_3_GA date=200807181439)/JBossWeb-2.0

Content-Type: text/plain

This file is an example of a non-html response file to test on-off features of the recorder.

Testing is a mandate and you need to do it.  Everyone should own quality.

Cheers

応答：
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{

    "_links": {

        "self": {

            "href": "http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/v2/vses/

j4xHDBZf8x3-9Hmsv25utXt2HZjEoNlliAx3LVkNoBDN4VxvYo-m/bundles/1RKLr1NXz758V7NFvddEBB/transactions/1"

        }

    },

    "id": "1",

    "_embedded": {

        "request": {

            "_links": {

                "self": {

                    "href": "http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/v2/vses/

j4xHDBZf8x3-9Hmsv25utXt2HZjEoNlliAx3LVkNoBDN4VxvYo-m/bundles/1RKLr1NXz758V7NFvddEBB/transactions/1/request"

                }

            }

        },

        "responses": [

            {

                "_links": {

                    "self": {

                        "href": "http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/v2/vses/

j4xHDBZf8x3-9Hmsv25utXt2HZjEoNlliAx3LVkNoBDN4VxvYo-m/bundles/1RKLr1NXz758V7NFvddEBB/transactions/1/

responses/2"

                    }

                },

                "id": "2"

            }

        ]

    }

}

要求内の「body」フィールドは、Base64 でエンコードされる必要があります。応答は、新しいトランザクションを表す
JSON です。上記の例を使用すると、{transactionId} は応答内の 1 です。

• バンドル内のトランザクションの管理

以下の API は特定の {bundleId} に追加されたトランザクションの表示または削除に使用されます。

要求：

GET /vses/{vseId}/bundles/{bundleId}/transactions

要求：

GET /vses/{vseId}/bundles/{bundleId}/transactions/{transactionId}

要求：

DELETE /vses/{vseId}/bundles/{bundleId}/transactions/{transactionId}

バンドル プロセッサを使用したトランザクションの処理

• バンドル プロセッサを作成します。

要求：

POST /vses/{vseId}/bundleProcessors
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{

    "sessionId": "{sessionId}",

    "bundleId": "{bundleId}"

}

応答：

{

    "_links": {

        "self": {

            "href": "http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/v2/

vses/j4xHDBZf8x3-9Hmsv25utXt2HZjEoNlliAx3LVkNoBDN4VxvYo-m/bundleProcessors/

efruRJNtipG52v3f9kcg3opLePFUSDwDk5TQNSn3ediVbiwfjl_"

        }

    },

    "id": "efruRJNtipG52v3f9kcg3opLePFUSDwDk5TQNSn3ediVbiwfjl_",

    "status": "IN_PROCESS",

    "transactionCount": 0,

    "sessionCount": 0

}

上記の例を使用すると、{procId} は efruRJNtipG52v3f9kcg3opLePFUSDwDk5TQNSn3ediVbiwfjl_ です。

• バンドル プロセッサのステータスを確認します。

要求：

GET /vses/{vseId}/bundleProcessors/{procId}

{

    "sessionId": "{sessionId}",

    "bundleId": "{bundleId}"

}

• バンドル プロセッサを削除します（完了していた場合）。

要求：

DELETE /vses/{vseId}/bundleProcessors/{procId}

トランザクションの管理

トランザクションの管理（データ プロトコルを適用しない）

要求：

GET /vses/{vseId}/vsBuilderSessions/{sessionId}/transportProtocols/{tpId}/transactions

応答は、デフォルトでは、最初の 100 個のトランザクションを返します。オフセットや制限のパラメータを URL
に追加し、一度により多くのトランザクションを取得したり、ページングを行ったりすることができます。例： ?
offset=0&limit=150 特定のトランザクションを管理するには、各トランザクションの一意のトランザクション ID を書き
留めます。

要求：

GET /vses/{vseId}/vsBuilderSessions/{sessionId}/transportProtocols/{tpId}/transactions/{transactionId}

要求：
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DELETE /vses/{vseId}/vsBuilderSessions/{sessionId}/transportProtocols/{tpId}/transactions/{transactionId}

トランザクションの管理（データ プロトコルを適用する）

以下の API は以前（raw バージョン）と同じトランザクションを返しますが、{dpId} によって指定されたデータ プロト
コルおよびそれまでのデータ プロトコルによって解析されています。3 つのデータ プロトコルがあり、2 番目のものの
ID を指定した場合、トランザクションは、1 番目と 2 番目のデータ プロトコルのみが適用された状態で表示されます。

要求：

GET /vses/{vseId}/vsBuilderSessions/{sessionId}/transportProtocols/{tpId}/dataProtocols/{dpId}/transactions

応答は、デフォルトでは、最初の 100 個のトランザクションを返します。オフセットや制限のパラメータを URL
に追加し、一度により多くのトランザクションを取得したり、ページングを行ったりすることができます。例： ?
offset=0&limit=150 特定のトランザクションを管理するには、各トランザクションの一意のトランザクション ID を書き
留めます。

要求：

GET /vses/{vseId}/vsBuilderSessions/{sessionId}/transportProtocols/{tpId}/dataProtocols/{dpId}/transactions/

{transactionId}

仮想サービスの作成

要求：

GET /vses/{vseId}/vsBuilderSessions/{sessionId}

Accept: application/zip

応答： 応答は、仮想サービス ファイルを含む ZIP ファイルです。DCM LISA Invoke REST API の POST メソッドを使用
して、ZIP ファイルを直接展開することができます。

要求/応答ペアまたは仕様ドキュメント（WSDL）から既存の仮想サービスにトランザクションを追加

VSE ID の取得

要求：

GET /vses

応答：

{

    "_links": {

        "self": {

            "href": "http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/v2/vses/

j4xHDBZf8x3-9Hmsv25utXt2HZjEoNlliAx3LVkNoBDN4VxvYo-m"

        }

    }

}

成功した応答は、VSE サーバの JSON オブジェクトの配列を返します。VSE を選択し、
「self」リンクにある、その VSE ID を使用し書き留めます。上記の例を使用すると、{vseId} は
j4xHDBZf8x3-9Hmsv25utXt2HZjEoNlliAx3LVkNoBDN4VxvYo-m です。

MAR（既存 VS）からのビルダ セッションの作成

要求：
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POST /vses/{vseId}/vsBuilderSessions

Content-Type: application/zip

<Body: MAR file you want to upload>

応答：

{

    "_links": {

        "self": {

            "href": "http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/v2/

vses/j4xHDBZf8x3-9Hmsv25utXt2HZjEoNlliAx3LVkNoBDN4VxvYo-m/vsBuilderSessions/

efrsjq_mqVTNwXYsmQ9vxE1dYTwWNy07FD8ioKuZmVNugsgWHAU"

        }

    },

    "id": "efrsjq_mqVTNwXYsmQ9vxE1dYTwWNy07FD8ioKuZmVNugsgWHAU",

    "modifyDate": "2016-12-20T14:34:21-06:00",

    "defaultNonLeafTolerance": "WIDE",

    "name": "test001",

    "description": "Optional description",

    "defaultLeafTolerance": "LOOSE",

    "version": "2",

    "createDate": "2016-12-20T14:34:21-06:00"

}

要求には、コンテンツ タイプが application/zip に設定された VS MAR ファイルが必要です。成功した応答は、新しく作
成されたビルダ セッション オブジェクトを表す JSON オブジェクトを返します。上記の例を使用すると、{sessionId}
は efrsjq_mqVTNwXYsmQ9vxE1dYTwWNy07FD8ioKuZmVNugsgWHAU です。

1 つまたは複数のトランスポート プロトコルの表示

要求：

GET /vses/{vseId}/vsBuilderSessions/{sessionId}/transportProtocols 

成功した応答は、トランスポート プロトコルのリストを含んだ JSON を返します。トランスポート プロトコルのうちの
1 つの ID プロパティを、以下の API コールでは {tpId} として使用します。
リリース 10.0 では、複数のトランスポート プロトコルを作成することができますが、レコーダによって使用されるのは
最初に作成されたもののみです。

1 つまたは複数のデータ プロトコルの表示（オプション）

要求：

GET /vses/{vseId}/vsBuilderSessions/{sessionId}/transportProtocols/{tpId}/dataProtocols

成功した応答は、データ プロトコルのリストを含んだ JSON を返します。データ プロトコルのうちの 1 つの ID プロパ
ティを、以下の API コールでは {dpId} として使用します。

トランザクションの追加

トランザクション バンドルの作成

要求：

POST /vses/{vseId}/bundles
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{}

応答：

{

    "_links": {

        "self": {

            "href": "http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/v2/vses/

j4xHDBZf8x3-9Hmsv25utXt2HZjEoNlliAx3LVkNoBDN4VxvYo-m/bundles/1RKLr1NXz758V7NFvddEBB"

        }

    },

    "id": "1RKLr1NXz758V7NFvddEBB",

    "_embedded": {

        "transactions": []

    }

}

上記の例を使用すると、{bundleId} は 1RKLr1NXz758V7NFvddEBB です。

入力コンテナの作成

NOTE
「入力コンテナ」は、アップロードされたアーティファクト（要求/応答ペア、仕様ドキュメントなど）を、ト
ランザクション作成のために処理されるまで保持するサーバ側のコンテナです。

要求：

POST /vses/{vseId}/bundles/{bundleId}/inputContainers

{}

応答：

{

    "_links": {

        "self": {

            "href": "http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/v2/vses/

j4xHDBZf8x3-9Hmsv25utXt2HZjEoNlliAx3LVkNoBDN4VxvYo-m/bundles/1RKLr1NXz758V7NFvddEBB/inputContainers/

IC1Za52IBxr39PIwEUIlBt8m"

        }

    },

    "id": "IC1Za52IBxr39PIwEUIlBt8m",

    "_embedded": {

        "transSources": []

    }

}

上記の例を使用すると、{inputContainerId} は IC1Za52IBxr39PIwEUIlBt8m です。

入力コンテナへのデータのアップロード

• 要求/応答ペア ファイルを入力コンテナにアップロードします。

要求：

POST /vses/{vseId}/bundles/{bundleId}/inputContainers/{inputContainerId}/contents

Content-Type: multipart/form-data
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file1=<the file you want to upload>

file2=<the file you want to upload>

要求例（cURL を使用）：

curl -X POST

-H "Authorization: Basic XXXXXXXXXXXXX"

-H "Content-Type: multipart/form-data;"

-F "file1=@/Applications/CA/DevTest/Projects/Bank v5/Data/rrpair/PayAction-req.txt"

-F "file2=@/Applications/CA/DevTest/Projects/Bank v5/Data/rrpair/PayAction-rsp.txt"

"http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/v2/vses/j4xHDBZf8x3-9Hmsv25utXt2HZjEoNlliAx3LVkNoBDN4VxvYo-

m/bundles/1RKLr1NXz758V7NFvddEBB/inputContainers/IC1Za52IBxr39PIwEUIlBt8m/contents"

上記の例では、Bank v5 プロジェクトのサンプルで定義された要求/応答ペアを使用しています。新しい {contentId} は、
応答の「id」フィールドです。

• 仕様ドキュメント（WSDL）を入力コンテナにアップロードします。

要求：

POST /vses/{vseId}/bundles/{bundleId}/inputContainers/{inputContainerId}/contents

Accept: application/zip

{

    "url":"http://localhost:8080/itkoExamples/EJB3UserControlBean?wsdl"

}

上記の例では、 DemoServer（LISA Bank）が実行されている必要があります。応答の {contentId} を書き留めます。

入力プロセッサを使用したデータの処理

NOTE
「入力プロセッサ」は提供されたアーティファクトからトランザクションを作成するため、「入力コンテナ」
のコンテンツの処理を担います。

1. 入力プロセッサを開始します。

要求：

POST /vses/{vseId}/bundles/{bundleId}/inputProcessors

{

    "container": "{inputContainerId}"

}

応答：

{

    "_links": {

        "self": {

            "href": "http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/v2/vses/

j4xHDBZf8x3-9Hmsv25utXt2HZjEoNlliAx3LVkNoBDN4VxvYo-m/bundles/1RKLr1NXz758V7NFvddEBB/inputProcessors/

IPrp57Jc9v2n9P7yimix5I2"

        }

    },

    "id": "IPrp57Jc9v2n9P7yimix5I2"

}

上記の例を使用すると、{processorId} は IPrp57Jc9v2n9P7yimix5I2 です。
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2. 入力プロセッサのステータスを確認します。

要求：

GET /vses/{vseId}/bundles/{bundleId}/inputProcessors/{processorId}

3. 入力プロセッサを停止します（完了していた場合）。

要求：

DELETE /vses/{vseId}/bundles/{bundleId}/inputProcessors/{processorId}

トランザクション バンドルでのトランザクションの管理

• バンドルにトランザクションを手動で追加

要求： （ボディ プロパティは Base64 でエンコードされています）

POST /vses/{vseId}/bundles/{bundleId}/transactions

{

    "request": {

        "body":

 "R0VUIC9pdGtvLWV4YW1wbGVzL3RleHQtcmVzcG9uc2UudHh0IEhUVFAvMS4xDQpBY2NlcHQ6IHRleHQvaHRtbA0KSG9zdDogbG9jYWxob3N0OjgwODANCg=="

    },

    "responses": [ 

        {

            "body":

 "SFRUUC8xLjEgMjAwIE9LDQpTZXJ2ZXI6IEFwYWNoZS1Db3lvdGUvMS4xDQpFVGFnOiBXLyIxNzUtMTQ4MzQ2NzYyMjAwMCINClgtUkJULU9wdGltaXplZC1CeTogVVNQTFJCMDEgKFJpT1MgOS4xLjIpIFNDDQpMYXN0LU1vZGlmaWVkOiBUdWUsIDAzIEphbiAyMDE3IDE4OjIwOjIyIEdNVA0KQ29udGVudC1MZW5ndGg6IDE3NQ0KRGF0ZTogVHVlLCAwMyBKYW4gMjAxNyAwMDowMDowMCBHTVQNClgtUG93ZXJlZC1CeTogU2VydmxldCAyLjQ7IEpCb3NzLTQuMi4zLkdBIChidWlsZDogU1ZOVGFnPUpCb3NzXzRfMl8zX0dBIGRhdGU9MjAwODA3MTgxNDM5KS9KQm9zc1dlYi0yLjANCkNvbnRlbnQtVHlwZTogdGV4dC9wbGFpbg0KDQpUaGlzIGZpbGUgaXMgYW4gZXhhbXBsZSBvZiBhIG5vbi1odG1sIHJlc3BvbnNlIGZpbGUgdG8gdGVzdCBvbi1vZmYgZmVhdHVyZXMgb2YgdGhlIHJlY29yZGVyLg0KDQpUZXN0aW5nIGlzIGEgbWFuZGF0ZSBhbmQgeW91IG5lZWQgdG8gZG8gaXQuICBFdmVyeW9uZSBzaG91bGQgb3duIHF1YWxpdHkuDQoNCkNoZWVycw=="

         }

    ]

}

トランザクション要求例（Base64 デコード）：

GET /itko-examples/text-response.txt HTTP/1.1

Accept: text/html

Host: localhost:8080

 

トランザクション応答例（Base64 デコード）

HTTP/1.1 200 OK

Server: Apache-Coyote/1.1

ETag: W/"175-1483467622000"

X-RBT-Optimized-By: USPLRB01 (RiOS 9.1.2) SC

Last-Modified: Tue, 03 Jan 2017 18:20:22 GMT

Content-Length: 175

Date: Tue, 03 Jan 2017 00:00:00 GMT

X-Powered-By: Servlet 2.4; JBoss-4.2.3.GA (build: SVNTag=JBoss_4_2_3_GA date=200807181439)/JBossWeb-2.0

Content-Type: text/plain

This file is an example of a non-html response file to test on-off features of the recorder.

Testing is a mandate and you need to do it.  Everyone should own quality.

Cheers
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応答：

{

    "_links": {

        "self": {

            "href": "http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/v2/vses/

j4xHDBZf8x3-9Hmsv25utXt2HZjEoNlliAx3LVkNoBDN4VxvYo-m/bundles/1RKLr1NXz758V7NFvddEBB/transactions/3"

        }

    },

    "id": "3",

    "_embedded": {

        "request": {

            "_links": {

                "self": {

                    "href": "http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/v2/vses/

j4xHDBZf8x3-9Hmsv25utXt2HZjEoNlliAx3LVkNoBDN4VxvYo-m/bundles/1RKLr1NXz758V7NFvddEBB/transactions/3/request"

                }

            }

        },

        "responses": [

            {

                "_links": {

                    "self": {

                        "href": "http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/v2/vses/

j4xHDBZf8x3-9Hmsv25utXt2HZjEoNlliAx3LVkNoBDN4VxvYo-m/bundles/1RKLr1NXz758V7NFvddEBB/transactions/3/

responses/4"

                    }

                },

                "id": "4"

            }

        ]

    }

}

要求内の「body」フィールドは、Base64 でエンコードされる必要があります。応答は、新しいトランザクションを表す
JSON です。上記の例を使用すると、{transactionId} は応答内の 3 です。

• バンドル内のトランザクションの管理

以下の API は特定の {bundleId} に追加されたトランザクションの表示または削除に使用されます。

要求：

GET /vses/{vseId}/bundles/{bundleId}/transactions

要求：

GET /vses/{vseId}/bundles/{bundleId}/transactions/{transactionId}

要求：

DELETE /vses/{vseId}/bundles/{bundleId}/transactions/{transactionId}

バンドル プロセッサを使用したトランザクションの処理

1. バンドル プロセッサを作成します。

要求：
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POST /vses/{vseId}/bundleProcessors

{

    "sessionId": "{sessionId}",

    "bundleId": "{bundleId}"

}

応答：

{

    "_links": {

        "self": {

            "href": "http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/v2/

vses/j4xHDBZf8x3-9Hmsv25utXt2HZjEoNlliAx3LVkNoBDN4VxvYo-m/bundleProcessors/

efruRJNtipG52v3f9kcg3opLePFUSDwDk5TQNSn3ediVbiwfjl_"

        }

    },

    "id": "efruRJNtipG52v3f9kcg3opLePFUSDwDk5TQNSn3ediVbiwfjl_",

    "status": "IN_PROCESS",

    "transactionCount": 0,

    "sessionCount": 0

}

上記の例を使用すると、{procId} は efruRJNtipG52v3f9kcg3opLePFUSDwDk5TQNSn3ediVbiwfjl_ です。

2. バンドル プロセッサのステータスを確認します。

要求：

GET /vses/{vseId}/bundleProcessors/{procId}

{

    "sessionId": "{sessionId}",

    "bundleId": "{bundleId}"

}

3. バンドル プロセッサを削除します（完了していた場合）。

要求：

DELETE /vses/{vseId}/bundleProcessors/{procId}

トランザクションの管理

トランザクションの管理（データ プロトコルを適用しない）

要求：

GET /vses/{vseId}/vsBuilderSessions/{sessionId}/transportProtocols/{tpId}/transactions

応答は、デフォルトでは、最初の 100 個のトランザクションを返します。オフセットや制限のパラメータを URL
に追加し、一度により多くのトランザクションを取得したり、ページングを行ったりすることができます。例： ?
offset=0&limit=150 特定のトランザクションを管理するには、各トランザクションの一意のトランザクション ID を書き
留めます。

要求：

GET /vses/{vseId}/vsBuilderSessions/{sessionId}/transportProtocols/{tpId}/transactions/{transactionId}
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要求：

DELETE /vses/{vseId}/vsBuilderSessions/{sessionId}/transportProtocols/{tpId}/transactions/{transactionId}

トランザクションの管理（データ プロトコルを適用する）

以下の API は以前（raw バージョン）と同じトランザクションを返しますが、{dpId} によって指定されたデータ プロト
コルおよびそれまでのデータ プロトコルによって解析されています。3 つのデータ プロトコルがあり、2 番目のものの
ID を指定した場合、トランザクションは、1 番目と 2 番目のデータ プロトコルのみが適用された状態で表示されます。

要求：

GET /vses/{vseId}/vsBuilderSessions/{sessionId}/transportProtocols/{tpId}/dataProtocols/{dpId}/transactions

応答は、デフォルトでは、最初の 100 個のトランザクションを返します。オフセットや制限のパラメータを URL
に追加し、一度により多くのトランザクションを取得したり、ページングを行ったりすることができます。例： ?
offset=0&limit=150 特定のトランザクションを管理するには、各トランザクションの一意のトランザクション ID を書き
留めます。

要求：

GET /vses/{vseId}/vsBuilderSessions/{sessionId}/transportProtocols/{tpId}/dataProtocols/{dpId}/transactions/

{transactionId}

仮想サービスの作成

要求：

GET /vses/{vseId}/vsBuilderSessions/{sessionId}

Accept: application/zip

応答： 応答は、仮想サービス ファイルを含む ZIP ファイルです。

MAR ファイルとしての仮想サービスのエクスポート

VSE ID の取得

要求：

GET /vses

応答：

{
    "_links": {
        "self": {
            "href": "http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/v2/vses/
j4xHDBZgbtMPZDxayNeJ8GFwswOqP1FnQHQlJcHypYULzoitnnFP"
        }
    }
}

応答が成功すると、VSE サーバ JSON オブジェクトの配列が返されます。使用する VSE を選択し、その VSE ID を書き
留めます。これは、'self' リンク内にあります。

上記の例を使用すると、{vseId} は j4xHDBZgbtMPZDxayNeJ8GFwswOqP1FnQHQlJcHypYULzoitnnFP です。

 1270

http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/v2/vses/j4xHDBZgbtMPZDxayNeJ8GFwswOqP1FnQHQlJcHypYULzoitnnFP
http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/v2/vses/j4xHDBZgbtMPZDxayNeJ8GFwswOqP1FnQHQlJcHypYULzoitnnFP


 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

サービス ID の取得

要求：

GET /vses/{vseId}/services

応答：

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/v2/vses/
j4xHDBZgbtMPZDxayNeJ8GFwswOqP1FnQHQlJcHypYULzoitnnFP/services?offset=0&limit=100"
    }
  },
  "count": 2,
  "total": 2,
  "_embedded": {
    "services": [
      {
        "_links": {
          "self": {
            "href": "http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/v2/vses/
j4xHDBZgbtMPZDxayNeJ8GFwswOqP1FnQHQlJcHypYULzoitnnFP/services/hM0SMHGOzxuf"
          }
        },
        "serviceId": "hM0SMHGOzxuf",
        "serviceName": "kioskV6"
      },
      {
        "_links": {
          "self": {
            "href": "http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/v2/vses/
j4xHDBZgbtMPZDxayNeJ8GFwswOqP1FnQHQlJcHypYULzoitnnFP/services/hM0SMHGOzxue"
          }
        },
        "serviceId": "hM0SMHGOzxue",
        "serviceName": "kioskV5"
      }
    ]
  }
}

応答が成功すると、仮想サービス JSON オブジェクトの配列が返されます。使用する仮想サービスを選択し、そのサー
ビス ID を書き留めます。これは、'services' リンク内にあります。
上記の例を使用すると、{serviceId} は hM0SMHGOzxuf および hM0SMHGOzxue です。

MAR ファイルのダウンロード

以下の手順では、Postman REST クライアントを使用していることを前提としています。
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GET /vses/{vseId}/services/{serviceId}

応答：

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "http://localhost:1505/lisa-virtualize-invoke/api/v2/vses/
j4xHDBZgbtMPZDxayNeJ8GFwswOqP1FnQHQlJcHypYULzoitnnFP/services/hM0SMHGOzxue"
    }
  },
  "serviceId": "hM0SMHGOzxue",
  "serviceName": "kioskV5",
  "modelName": "kioskV5",
  "capacity": 1,
  "txnPerSecond": 0,
  "txnCount": 0,
  "peakTxnPerSecond": 0,
  "thinkScale": 100,
  "errorCount": 0,
  "autoRestartEnabled": true,
  "status": 2,
  "statusDescription": "running",
  "startTime": "8/24/17 3:00:46 PM",
  "startTimeLong": 1503579646141,
  "endTime": "",
  "endTimeLong": 0,
  "upTime": 4016773,
  "executionMode": "Most Efficient",
  "executionModeValue": "EFFICIENT",
  "configurationName": "project.config",
  "resourceName": "8001 : http :  : /itkoExamples",
  "groupTag": ""
}

応答が成功すると、仮想サービス JSON オブジェクトが返されます。

MAR ファイルをダウンロードするには、以下の手順に従います。

1. 要求 URL を Postman にコピーします。
2. ［Basic Authorization］を設定し、値が application/zip の［Accept］ヘッダを追加します。
以下のスクリーンショットを参照してください。
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3. ［Send］および［Download］ボタンをクリックします。
4. ファイル名の後に、拡張子 .mar を手動で追加します。
5. MAR ファイルを保存します。

重要： ‘Service Virtualization API v2’ UI で MAR ファイルのダウンロード用に提供されているリンクは、Swagger の制
限により機能しません。Swagger UI のこの破損したダウンロード リンクについては、次に記載されています： https://
github.com/swagger-api/swagger-ui/issues/374

テスト呼び出し API
このページでは、テスト呼び出し RESTful API を使用してテストおよびテスト スイートを作成および管理する機能につ
いて説明します。

概要

要件

•  レジストリが実行されている。
• API 認証に  ユーザ認証情報が使用されている。

エンドポイント

この API のルート URLは以下です。

{{LISA_TEST_INVOKE_HOST}}:{{LISA_TEST_INVOKE_PORT}}/lisa-test-invoke/api/v1/

認証情報

API には「基本」 HTTP 認証方式が必要です。「基本」 HTTP 認証方式は RFC 7617 で定義されており、RFC 7617 で
は、認証情報はユーザ ID とパスワードのペアとして、base64 を使用してエンコードされて送信されます。ID とパス
ワードのペアにより、 ユーザを識別する必要があります。

Swagger ドキュメント

Swagger ドキュメントには、http://{{REGISTRY_HOST}}:1505/lisa-test-invoke/api/v1/swagger-ui でアクセスできます。

テストの実行

MAR ファイルによるテストの実行

次の URL に POST リクエストを実行します。http://{{LISA_TEST_INVOKE_HOST}}:{{LISA_TEST_INVOKE_PORT}}/
lisa-test-invoke/api/v1/tests/run curl コマンドは以下のようになります。
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curl -X POST -H "authorization: Basic {Encrypted Authorization}="
 "{{LISA_TEST_INVOKE_HOST}}:{{LISA_TEST_INVOKE_PORT}}/lisa-test-invoke/api/v1/tests/run
 " -H "content-type: multipart/form-data" -F file=@{Mar file}

ペイロード： テストが含まれる MAR ファイル。「multipart/form-data」と「key」の引数名を「file」にして使用しま
す。

TIP

テストの MAR ファイルを作成する方法

1. MAR 情報ファイルを作成します。
2. MAR を作成します。

応答：

{

    "_links": {

        "self": {

            "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/tests/run/MARFile"

        }

    },

    "id": "MARFile",

    "name": "test-data-driven-http-rest (Run1User1Cycle)",

    "runType": "TEST",

    "runBy": "admin",

    "testStatus": "INITIATED",

    "manuallyTerminated": false

}

プロジェクトからのテストの実行

curl コマンドは以下のとおりです。

curl -X POST \
{{LISA_TEST_INVOKE_HOST}}:{{LISA_TEST_INVOKE_PORT}}/lisa-test-invoke/api/v1/tests/run \
-H 'content-type: application/json' \
-H 'authorization: Basic {Encrypted Authorization}=‘ \
-d '{
"project":"Bank v5",
"testName": "test-data-driven-http-rest.tst",
"coordinatorServerName" : "testcoordinator”,
“configuration”: “project.config”,
"parameters”:{
“param1”:”value1”,
“param2”:”value2”}}'

curl スイッチ -d は、テスト パラメータが含まれる JSON ペイロードを指定します。

テスト パラメータ

• project 指定されたテストが含まれるプロジェクトの名前。
必須。

• testName
実行されるテストの名前。

 1274



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

必須。
• coordinatorServerName
テストを実行するために使用するコーディネータの名前。
オプション。

• stagingDocument
テスト用のステージング ドキュメント。値を指定しない場合はデフォルトが使用されます。
オプション。

• 設定
プロジェクト configs フォルダに存在するプロジェクト設定。値を指定しない場合はデフォルトが使用されます。
オプション。

• parameters
テストで使用される、「key:value」形式の追加の展開パラメータのセット。
オプション。

応答:

{
"_links": {
"self": {
"href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/tests/run/
E1190BEFF3E711E89B43025041000101"
}
},
"id": "E1190BEFF3E711E89B43025041000101",
"name": "test-data-driven-http-rest (Run1User1Cycle)",
"runType": "TEST",
"runBy": "admin",
"testStatus": "INITIATED",
"manuallyTerminated": false
}

「ランの一意の ID」の指定による特定のテスト ランの取得

「RunUniqueID」は、上記の応答上の「id」であることに注意してください。

以下の呼び出しを自動化する場合、テストの状態が「実行中」ではないことを確認するため、チェックを行うことを推奨
します。

次の URL に GET リクエストを実行します。http://{{LISA_TEST_INVOKE_HOST}}:{{LISA_TEST_INVOKE_PORT}}/
lisa-test-invoke/api/v1/tests/run/RunUniqueID

応答:

{

    "_links": {

        "self": {

            "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/tests/run/RunUniqueID"

        }

    },

    "id": "RunUniqueID",

    "name": "test-data-driven-http-rest (Run1User1Cycle)",

    "runType": "TEST",

    "runBy": "admin",
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    "testStatus": "PASSED",

    "manuallyTerminated": false

}

「ランの一意の ID」の指定によるテスト ランの削除

「RunUniqueID」は、上記の応答上の「id」であることに注意してください。

次の URL に DELETE リクエストを実行します。http://{{LISA_TEST_INVOKE_HOST}}:
{{LISA_TEST_INVOKE_PORT}}/lisa-test-invoke/api/v1/tests/run/RunUniqueID?force=true

クエリ パラメータ「?force=true」はオプションです。このパラメータは、テストの即時または強制的な終了を試行しま
す。このオプションを使用するとコーディネータ サーバが不安定になることがあるので、使用する場合は注意が必要で
す。

応答： ステータス コード = 204

すべてのテスト ランの取得

次の URL に GET リクエストを実行します。http://{{LISA_TEST_INVOKE_HOST}}:{{LISA_TEST_INVOKE_PORT}}/
lisa-test-invoke/api/v1/tests/run?
startTime=2017-12-20T00:00:00.000-05:00&endTime=2017-12-20T16:33:00.000-05:00

startTime と endTime の値はオプションです。値がある場合は、値は ISO 8601 形式（例：
2014-10-22T16:33:00.000-05:00）に準拠している必要があります。値がない場合は、実行済みのすべてのテストが返さ
れます。

##  ：

{

    "_links": {

        "self": {

            "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/tests/run"

        }

    },

    "count": 2,

    "_embedded": {

        "runs": [

            {

                "_links": {

                    "self": {

                        "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/tests/run/RunUniqueID"

                    }

                },

                "id": "RunUniqueID",

                "name": "test-data-driven-http-rest (Run1User1Cycle)",

                "runType": "TEST",

                "runBy": "admin",

                "testStatus": "PASSED",

                "manuallyTerminated": false

            },

            {

                "_links": {

                    "self": {

                        "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/tests/run/RunUniqueID"
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                    }

                },

                "id": "RunUniqueID",

                "name": "test-data-driven-http-rest (Run1User1Cycle)",

                "runType": "TEST",

                "runBy": "admin",

                "testStatus": "PASSED",

                "manuallyTerminated": false

            }

        ]

    }

}

スイートの実行

MAR ファイルによるスイートの実行

次の URL に POST リクエストを実行します。http://{{LISA_TEST_INVOKE_HOST}}:{{LISA_TEST_INVOKE_PORT}}/
lisa-test-invoke/api/v1/suites/run curl コマンドは以下のようになります。

curl -X POST -H "authorization: Basic {Encrypted Authorization}="
 "{{LISA_TEST_INVOKE_HOST}}:{{LISA_TEST_INVOKE_PORT}}/lisa-test-invoke/api/v1/suites/run
 " -H "content-type: multipart/form-data" -F file=@{Mar file}

ペイロード： スイートが含まれる MAR ファイル。「multipart/form-data」と「key」の引数名を「file」にして使用しま
す。

TIP

スイートの MAR ファイルを作成する方法

1. MAR 情報ファイルを作成します。
2. MAR を作成します。

応答:

{

    "_links": {

        "self": {

            "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/suites/run/MARFile"

        }

    },

    "id": "MARFile",

    "name": "DataDrivenMultiCycle",

    "runType": "SUITE",

    "runBy": "Unknown",

    "testStatus": "NOT_INITIATED",

    "manuallyTerminated": false

}

プロジェクトからのスイートの実行

curl コマンドは以下のとおりです。
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curl -X POST \{{LISA_TEST_INVOKE_HOST}}:{{LISA_TEST_INVOKE_PORT}}/lisa-test-invoke/api/
v1/suites/run \
-H 'content-type: application/json' \
-H 'authorization: Basic {Encrypted Authorization}=‘ \
-d '{
"project":"Bank v5",
“suiteName": "AllTestsSuite.ste",
"parameters”:{
“param1”:”value1”,
“param2”:”value2”}
}'

curl スイッチ -d は、テスト パラメータが含まれる JSON ペイロードを指定します。

テスト パラメータ

• project 指定されたスイートが含まれるプロジェクトの名前。
必須。

• suiteName
実行されるスイートの名前。
必須。

• 設定
プロジェクト configs フォルダに存在するプロジェクト設定。値を指定しない場合はデフォルトが使用されます。
オプション。

• parameters
スイートまたはスイート内のテストで使用される、「key:value」形式の追加の展開パラメータのセット。
オプション。

応答:

{
{
"_links": {
"self": {
"href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/suites/run/
F548217FF3E711E89B43025041000101"
}
},
"id": "F548217FF3E711E89B43025041000101",
"name": "AllTestsSuite",
"runType": "SUITE",
"runBy": "admin",
"testStatus": "RUNNING",
"manuallyTerminated": false
}

「ランの一意の ID」の指定による特定のスイート ランの取得

「RunUniqueID」は、上記の応答上の「id」であることに注意してください。

以下の呼び出しを自動化する場合、テスト スイートの状態が「実行中」ではないことを確認するため、チェックを行う
ことを推奨します。
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次の URL に GET リクエストを実行します。http://{{LISA_TEST_INVOKE_HOST}}:{{LISA_TEST_INVOKE_PORT}}/
lisa-test-invoke/api/v1/suites/run/MARFile

応答:

{

    "_links": {

        "self": {

            "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/suites/run/MARFile"

        }

    },

    "id": "MARFile",

    "name": "DataDrivenMultiCycle",

    "runType": "SUITE",

    "runBy": "Unknown",

    "testStatus": "PASSED",

    "manuallyTerminated": false

}

「ランの一意の ID」の指定によるラン スイートの削除

「RunUniqueID」は、上記の応答上の「id」であることに注意してください。

次の URL に DELETE リクエストを実行します。http://{{LISA_TEST_INVOKE_HOST}}:
{{LISA_TEST_INVOKE_PORT}}/lisa-test-invoke/api/v1/suites/run/RunUniqueID ?force=true

クエリ パラメータ「?force=true」はオプションです。このパラメータは、スイートの即時または強制的な終了を試行し
ます。このオプションを使用するとコーディネータ サーバが不安定になることがあるので、使用する場合は注意が必要
です。

応答： ステータス コード = 204

すべてのスイート ランの取得

次の URL に GET リクエストを実行します。http://{{LISA_TEST_INVOKE_HOST}}:{{LISA_TEST_INVOKE_PORT}}/
lisa-test-invoke/api/v1/suites/run ?
startTime=2017-12-20T00:00:00.000-05:00&endTime=2017-12-20T16:33:00.000-05:00

startTime と endTime の値はオプションです。値がある場合は、値は ISO 8601 形式（例：
2014-10-22T16:33:00.000-05:00）に準拠している必要があります。値がない場合は、実行済みのすべてのテストが返さ
れます。

応答:

{

    "_links": {

        "self": {

            "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/suites/run"

        }

    },

    "count": 2,

    "_embedded": {

        "runs": [

            {

                "_links": {

                    "self": {
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                        "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/suites/run/RunUniqueID"

                    }

                },

                "id": "RunUniqueID",

                "name": "DataDrivenMultiCycle",

                "runType": "SUITE",

                "runBy": "Unknown",

                "testStatus": "ABORTED",

                "manuallyTerminated": false

            },

            {

                "_links": {

                    "self": {

                        "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/suites/run/RunUniqueID"

                    }

                },

                "id": "RunUniqueID",

                "name": "DataDrivenMultiCycle",

                "runType": "SUITE",

                "runBy": "Unknown",

                "testStatus": "PASSED",

                "manuallyTerminated": false

            }

        ]

    }

}

 

テスト レポートの取得

次の URL に GET リクエストを実行します。http://{{LISA_TEST_INVOKE_HOST}}:{{LISA_TEST_INVOKE_PORT}}/
lisa-test-invoke/api/v1/tests/reports ?
startTime=2017-12-20T00:00:00.000-05:00&endTime=2017-12-20T16:33:00.000-05:00

startTime と endTime の値はオプションです。値がある場合は、値は ISO 8601 形式（例：
2014-10-22T16:33:00.000-05:00）に準拠している必要があります。

応答:

{

    "_links": {

        "self": {

            "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/tests/reports"

        }

    },

    "count": 2,

    "_embedded": {

        "Tests": [

            {

                "_links": {

                    "next": {

                        "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/tests/reports/RunUniqueID/

cycles"

                    },
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                    "self": {

                        "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/tests/reports/RunUniqueID"

                    }

                },

                "testRunUniqueId": "RunUniqueID",

                "testRunName": "Run1User1Cycle",

                "testcaseId": "TestCaseID",

                "testcaseName": "test-data-driven-http-rest",

                "testCaseDoc": "Put documentation of the Test Case here.",

                "startTime": "2017-12-19T12:26:03-0500",

                "endTime": "2017-12-19T12:26:10-0500",

                "elapsedTimeInMillSec": 6535,

                "user": "admin",

                "endedState": "PASSED",

                "done": true,

                "manuallyTerminated": false,

                "passCount": 1,

                "failCount": 0,

                "warningCount": 0,

                "abortCount": 0,

                "passPercent": 100,

                "failPercent": 0,

                "abortPercent": 0,

                "modelName": "test-data-driven-http-rest",

                "loadPattern": "Run N Times",

                "host": "localhost",

                "simulatorName": "tcp://localhost:2014/Simulator",

                "coordinatorId": "em2ApF_ybUIQTNajqcZsP_r7rh-6qHabQ-UkOHfSBn0W",

                "coordinatorName": "tcp://localhost:2011/Coordinator",

                "config": "/root/lisatmp_10.2.4/lads/ConfigDirectory/Bank v5/Configs/project.config",

                "ssvUsers": "1",

                "testcase": {

                    "id": "TestCaseID",

                    "name": "test-data-driven-http-rest",

                    "documentation": "Put documentation of the Test Case here.",

                    "resultState": "",

                    "steps": [

                        {

                            "uid": "UserID",

                            "name": "http GET /3/movie/49047/",

                            "documentation": null,

                            "type": "com.itko.lisa.ws.rest.RESTNode",

                            "quiet": false,

                            "next": "http GET /3/movie/49163"

                        },

                        {

                            "uid": "UserID",

                            "name": "http GET /3/movie/49163",

                            "documentation": null,

                            "type": "com.itko.lisa.ws.rest.RESTNode",

                            "quiet": false,

                            "next": "http GET /3/movie/49381"

                        },
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                        {

                            "uid": "UserID",

                            "name": "http GET /3/movie/49381",

                            "documentation": null,

                            "type": "com.itko.lisa.ws.rest.RESTNode",

                            "quiet": false,

                            "next": "GET empty column value"

                        },

                        {

                            "uid": "UserID",

                            "name": "GET empty column value",

                            "documentation": null,

                            "type": "com.itko.lisa.ws.rest.RESTNode",

                            "quiet": false,

                            "next": "http GET /3/movie/notfound"

                        },

                        {

                            "uid": "UserID",

                            "name": "http GET /3/movie/notfound",

                            "documentation": null,

                            "type": "com.itko.lisa.ws.rest.RESTNode",

                            "quiet": false,

                            "next": "end"

                        },

                        {

                            "uid": "UserID",

                            "name": "abort",

                            "documentation": null,

                            "type": "com.itko.lisa.test.AbortStep",

                            "quiet": true,

                            "next": ""

                        },

                        {

                            "uid": "UserID",

                            "name": "fail",

                            "documentation": null,

                            "type": "com.itko.lisa.test.Abend",

                            "quiet": true,

                            "next": "abort"

                        },

                        {

                            "uid": "UserID",

                            "name": "end",

                            "documentation": null,

                            "type": "com.itko.lisa.test.NormalEnd",

                            "quiet": true,

                            "next": "fail"

                        }

                    ]

                },

                "stagingDocument": {

                    "name": "Run1User1Cycle",

                    "documentation": "",
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                    "distributionType": "com.itko.lisa.coordinator.runpatterns.PercentDistribution",

                    "loadPatternType": "com.itko.lisa.coordinator.runpatterns.RunNTimesPattern",

                    "think": "100"

                }

            },

            {

                "_links": {

                    "next": {

                        "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/tests/reports/ReportID/cycles"

                    },

                    "self": {

                        "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/tests/reports/ReportID"

                    }

                },

                "testRunUniqueId": "TestRunUniqueID",

                "testRunName": "Run1User1Cycle",

                "testcaseId": "TestCaseID",

                "testcaseName": "test-data-driven-http-rest",

                "testCaseDoc": "Put documentation of the Test Case here.",

                "startTime": "2017-12-20T13:02:20-0500",

                "endTime": "2017-12-20T13:02:25-0500",

                "elapsedTimeInMillSec": 5505,

                "user": "admin",

                "endedState": "PASSED",

                "done": true,

                "manuallyTerminated": false,

                "passCount": 1,

                "failCount": 0,

                "warningCount": 0,

                "abortCount": 0,

                "passPercent": 100,

                "failPercent": 0,

                "abortPercent": 0,

                "modelName": "test-data-driven-http-rest",

                "loadPattern": "Run N Times",

                "host": "localhost",

                "simulatorName": "tcp://localhost:2014/Simulator",

                "coordinatorId": "em2ApF_ybUIQTNajqcZsP_r7rh-6qHabQ-UkOHfSBn0W",

                "coordinatorName": "tcp://localhost:2011/Coordinator",

                "config": "/root/lisatmp_10.2.5/lads/EAC6BDD9E5AF11E7BADA020027E349EE/Bank v5/Configs/

project.config",

                "ssvUsers": "1",

                "testcase": {

                    "id": "TestCaseID",

                    "name": "test-data-driven-http-rest",

                    "documentation": "Put documentation of the Test Case here.",

                    "resultState": "",

                    "steps": [

                        {

                            "uid": "UserID",

                            "name": "http GET /3/movie/49047/",

                            "documentation": null,

                            "type": "com.itko.lisa.ws.rest.RESTNode",
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                            "quiet": false,

                            "next": "http GET /3/movie/49163"

                        },

                        {

                            "uid": "UserID",

                            "name": "http GET /3/movie/49163",

                            "documentation": null,

                            "type": "com.itko.lisa.ws.rest.RESTNode",

                            "quiet": false,

                            "next": "http GET /3/movie/49381"

                        },

                        {

                            "uid": "UserID",

                            "name": "http GET /3/movie/49381",

                            "documentation": null,

                            "type": "com.itko.lisa.ws.rest.RESTNode",

                            "quiet": false,

                            "next": "GET empty column value"

                        },

                        {

                            "uid": "UserID",

                            "name": "GET empty column value",

                            "documentation": null,

                            "type": "com.itko.lisa.ws.rest.RESTNode",

                            "quiet": false,

                            "next": "http GET /3/movie/notfound"

                        },

                        {

                            "uid": "UserID",

                            "name": "http GET /3/movie/notfound",

                            "documentation": null,

                            "type": "com.itko.lisa.ws.rest.RESTNode",

                            "quiet": false,

                            "next": "end"

                        },

                        {

                            "uid": "UserID",

                            "name": "abort",

                            "documentation": null,

                            "type": "com.itko.lisa.test.AbortStep",

                            "quiet": true,

                            "next": ""

                        },

                        {

                            "uid": "UserID",

                            "name": "fail",

                            "documentation": null,

                            "type": "com.itko.lisa.test.Abend",

                            "quiet": true,

                            "next": "abort"

                        },

                        {

                            "uid": "UserID",
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                            "name": "end",

                            "documentation": null,

                            "type": "com.itko.lisa.test.NormalEnd",

                            "quiet": true,

                            "next": "fail"

                        }

                    ]

                },

                "stagingDocument": {

                    "name": "Run1User1Cycle",

                    "documentation": "",

                    "distributionType": "com.itko.lisa.coordinator.runpatterns.PercentDistribution",

                    "loadPatternType": "com.itko.lisa.coordinator.runpatterns.RunNTimesPattern",

                    "think": "100"

                }

            }

        ]

    }

}

 

指定した「TestRunUniqueID」のテスト レポートの取得

次の URL に GET リクエストを実行します。http://{{LISA_TEST_INVOKE_HOST}}:{{LISA_TEST_INVOKE_PORT}}/
lisa-test-invoke/api/v1/tests/reports/TestRunUniqueID

応答：

{

    "_links": {

        "next": {

            "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/tests/reports/TestRunUniqueID/cycles"

        },

        "self": {

            "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/tests/reports/TestRunUniqueID"

        }

    },

    "testRunUniqueId": "TestRunUniqueID",

    "testRunName": "Run1User1Cycle",

    "testcaseId": "TestCaseID",

    "testcaseName": "test-data-driven-http-rest",

    "testCaseDoc": "Put documentation of the Test Case here.",

    "startTime": "2017-12-20T13:02:20-0500",

    "endTime": "2017-12-20T13:02:25-0500",

    "elapsedTimeInMillSec": 5505,

    "user": "admin",

    "endedState": "PASSED",

    "done": true,

    "manuallyTerminated": false,

    "passCount": 1,

    "failCount": 0,

    "warningCount": 0,

    "abortCount": 0,
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    "passPercent": 100,

    "failPercent": 0,

    "abortPercent": 0,

    "modelName": "test-data-driven-http-rest",

    "loadPattern": "Run N Times",

    "host": "localhost",

    "simulatorName": "tcp://localhost:2014/Simulator",

    "coordinatorId": "em2ApF_ybUIQTNajqcZsP_r7rh-6qHabQ-UkOHfSBn0W",

    "coordinatorName": "tcp://localhost:2011/Coordinator",

    "config": "/root/lisatmp_10.2.5/lads/ConfigDirectory/Bank v5/Configs/project.config",

    "ssvUsers": "1",

    "testcase": {

        "id": "TestCaseID",

        "name": "test-data-driven-http-rest",

        "documentation": "Put documentation of the Test Case here.",

        "resultState": "",

        "steps": [

            {

                "uid": "UserID",

                "name": "http GET /3/movie/49047/",

                "documentation": null,

                "type": "com.itko.lisa.ws.rest.RESTNode",

                "quiet": false,

                "next": "http GET /3/movie/49163"

            },

            {

                "uid": "UserID",

                "name": "http GET /3/movie/49163",

                "documentation": null,

                "type": "com.itko.lisa.ws.rest.RESTNode",

                "quiet": false,

                "next": "http GET /3/movie/49381"

            },

            {

                "uid": "UserID",

                "name": "http GET /3/movie/49381",

                "documentation": null,

                "type": "com.itko.lisa.ws.rest.RESTNode",

                "quiet": false,

                "next": "GET empty column value"

            },

            {

                "uid": "UserID",

                "name": "GET empty column value",

                "documentation": null,

                "type": "com.itko.lisa.ws.rest.RESTNode",

                "quiet": false,

                "next": "http GET /3/movie/notfound"

            },

            {

                "uid": "UserID",

                "name": "http GET /3/movie/notfound",

                "documentation": null,
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                "type": "com.itko.lisa.ws.rest.RESTNode",

                "quiet": false,

                "next": "end"

            },

            {

                "uid": "UserID",

                "name": "abort",

                "documentation": null,

                "type": "com.itko.lisa.test.AbortStep",

                "quiet": true,

                "next": ""

            },

            {

                "uid": "UserID",

                "name": "fail",

                "documentation": null,

                "type": "com.itko.lisa.test.Abend",

                "quiet": true,

                "next": "abort"

            },

            {

                "uid": "UserID",

                "name": "end",

                "documentation": null,

                "type": "com.itko.lisa.test.NormalEnd",

                "quiet": true,

                "next": "fail"

            }

        ]

    },

    "stagingDocument": {

        "name": "Run1User1Cycle",

        "documentation": "",

        "distributionType": "com.itko.lisa.coordinator.runpatterns.PercentDistribution",

        "loadPatternType": "com.itko.lisa.coordinator.runpatterns.RunNTimesPattern",

        "think": "100"

    }

}

指定した「TestRunUniqueId」のテスト レポートに関するすべてのサイクルの取得

次の URL に GET リクエストを実行します。http://{{LISA_TEST_INVOKE_HOST}}:{{LISA_TEST_INVOKE_PORT}}/
lisa-test-invoke/api/v1/tests/reports/Test/cycles

{

    "_links": {

        "self": {

            "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/tests/reports/TestRunUniqueID/cycles"

        }

    },

    "count": 1,

    "_embedded": {

        "CycleHistory": [
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            {

                "_links": {

                    "self": {

                        "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/tests/reports/TestRunUniqueID/

cycles/CycleUniqueID"

                    }

                },

                "cycleUniqueId": "CycleUniqueID",

                "cycle": "0",

                "run": "test-data-driven-http-rest [Run1User1Cycle]",

                "simulator": "tcp://localhost:2014/Simulator",

                "startTime": "2017-12-20T13:02:20-0500",

                "endTime": "2017-12-20T13:02:25-0500",

                "elapsedTimeInMillSec": 5166,

                "endedState": "PASSED",

                "_embedded": {

                    "StepExecHistory": [],

                    "preCompanions": [],

                    "postCompanions": [],

                    "messages": []

                }

            }

        ]

    }

}

 

指定した「TestRunUniqueId」と「CycleUniqueId」のテスト レポートに関するすべてのサイクルの取得

次の URL に GET リクエストを実行します。http://{{LISA_TEST_INVOKE_HOST}}:{{LISA_TEST_INVOKE_PORT}}/
lisa-test-invoke/api/v1/tests/reports/TestRunUniqueID/cycles/CycleUniqueID

{

    "_links": {

        "self": {

            "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/tests/reports/TestRunUniqueID/cycles/

CycleUniqueID"

        }

    },

    "cycleUniqueId": "CycleUniqueID",

    "cycle": "0",

    "run": "test-data-driven-http-rest [Run1User1Cycle]",

    "simulator": "tcp://localhost:2014/Simulator",

    "startTime": "2017-12-20T13:02:20-0500",

    "endTime": "2017-12-20T13:02:25-0500",

    "elapsedTimeInMillSec": 5166,

    "endedState": "PASSED",

    "_embedded": {

        "StepExecHistory": [

            {

                "stepGUID": "TestStepID",

                "stepName": "http GET /3/movie/49047/",
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                "type": "STEP",

                "errorCount": "0",

                "warningCount": "0",

                "quite": "false",

                "startTime": "2017-12-20T13:02:20-0500",

                "endedState": "PASSED",

                "stacktrace": null,

                "stepCommand": {

                    "request": "GET /3/movie/49047?api_key=cd1d7f222b868aec8b843a48baa16df3 HTTP/1.1\nPragma:

 no-cache\nCache-Control: no-cache\nAccept: application/json\nlisaFrameRemoteIP: 10.162.27.216\nlisaFrameRoot:

 true\nlisaFrameID: ec953b50-e5af-11e7-937d-020027e349ee\n\n",

                    "response":

 "PG1vdmllPgogICAgPGFkdWx0IHR5cGU9ImJvb2xlYW4iPkZBTFNFPC9hZHVsdD4KICAgIDxiYWNrZHJvcF9fcGF0aCB0eXBlPSJzdHJpbmciPi9oejNKZkFpa1lYdGFOV0lKaFdNNHA1c3k1T1ouanBnPC9iYWNrZHJvcF9fcGF0aD4KICAgIDxiZWxvbmdzX190b19fY29sbGVjdGlvbiBjbGFzcz0ib2JqZWN0IiBudWxsPSJ0cnVlIiAvPgogICAgPGJ1ZGdldCB0eXBlPSJudW1iZXIiPjEwNTAwMDAwMDwvYnVkZ2V0PgogICAgPGdlbnJlPkRSQU1BPC9nZW5yZT4KICAgIDxob21lcGFnZSB0eXBlPSJzdHJpbmciPmh0dHA6Ly9ncmF2aXR5bW92aWUud2FybmVyYnJvcy5jb20vPC9ob21lcGFnZT4KICAgIDxpZCB0eXBlPSJudW1iZXIiPjQ5MDQ3PC9pZD4gICAgCiAgICA8dGl0bGUgdHlwZT0ic3RyaW5nIj5HcmF2aXR5PC90aXRsZT4KICAgIDxvdmVydmlldyB0eXBlPSJzdHJpbmciPkRyLiBSeWFuIFN0b25lIChTYW5kcmEgQnVsbG9jayksIGEgYnJpbGxpYW50IG1lZGljYWwgZW5naW5lZXIgb24gaGVyIGZpcnN0IFNodXR0bGUgbWlzc2lvbiwgd2l0aCB2ZXRlcmFuIGFzdHJvbmF1dCBNYXR0IEtvd2Fsc2t5IChHZW9yZ2UgQ2xvb25leSkgaW4gY29tbWFuZCBvZiBoaXMgbGFzdCBmbGlnaHQgYmVmb3JlIHJldGlyaW5nLiBCdXQgb24gYSBzZWVtaW5nbHkgcm91dGluZSBzcGFjZXdhbGssIGRpc2FzdGVyIHN0cmlrZXMuPC9vdmVydmlldz4KICAgIDxwb3B1bGFyaXR5IHR5cGU9Im51bWJlciI

+NDcuOTA0NTMzPC9wb3B1bGFyaXR5PgogICAgPHBvc3Rlcl9fcGF0aCB0eXBlPSJzdHJpbmciPi8yZ1BqTFdJeXJXbEFuMkRnS01PS1RCblpZeU8uanBnPC9wb3N0ZXJfX3BhdGg

+ICAgICAgICAgICAgCiAgICA8cmV2ZW51ZSB0eXBlPSJudW1iZXIiPjUzNjAwMDAwMDwvcmV2ZW51ZT4KICAgIDxydW50aW1lIHR5cGU9Im51bWJlciI

+OTE8L3J1bnRpbWU+ICAgIAogICAgPHN0YXR1cyB0eXBlPSJzdHJpbmciPlJlbGVhc2VkPC9zdGF0dXM

+CiAgICA8dGFnbGluZSB0eXBlPSJzdHJpbmciPkRvbid0IExldCBHbzwvdGFnbGluZT4gICAgCiAgICA8dm90ZV9fYXZlcmFnZSB0eXBlPSJudW1iZXIiPjg8L3ZvdGVfX2F2ZXJhZ2U

+CiAgICA8dm90ZV9fY291bnQgdHlwZT0ibnVtYmVyIj43MDk8L3ZvdGVfX2NvdW50Pgo8L21vdmllPg==",

                    "responseBase64Encoded": "true"

                },

                "_embedded": {

                    "messages": [],

                    "asserts": [

                        {

                            "name": "Ensure Result Contains \"Gravity\"",

                            "actualValue": "<movie>\n    <adult type=\"boolean\">FALSE</adult>

\n    <backdrop__path type=\"string\">/hz3JfAikYXtaNWIJhWM4p5sy5OZ.jpg</backdrop__path>\n   

 <belongs__to__collection class=\"object\" null=\"true\" />\n    <budget type=\"number\">105000000</budget>\n

    <genre>DRAMA</genre>\n    <homepage type=\"string\">http://gravitymovie.warnerbros.com/</homepage>\n   

 <id type=\"number\">49047</id>    \n    <title type=\"string\">Gravity</title>\n    <overview type=\"string

\">Dr. Ryan Stone (Sandra Bullock), a brilliant medical engineer on her first Shuttle mission, with veteran

 astronaut Matt Kowalsky (George Clooney) in command of his last flight before retiring. But on a seemingly

 routine spacewalk, disaster strikes.</overview>\n    <popularity type=\"number\">47.904533</popularity>\n

    <poster__path type=\"string\">/2gPjLWIyrWlAn2DgKMOKTBnZYyO.jpg</poster__path>            \n    <revenue

 type=\"number\">536000000</revenue>\n    <runtime type=\"number\">91</runtime>    \n    <status type=\"string

\">Released</status>\n    <tagline type=\"string\">Don't Let Go</tagline>    \n    <vote__average type=

\"number\">8</vote__average>\n    <vote__count type=\"number\">709</vote__count>\n</movie>",

                            "expectation": "Looked for \"Gravity\" in result.",

                            "fired": "false",

                            "isGlobal": "false",

                            "message": "The assertion of type \"Result as String Contains Given String\"

 passed evaluation.",

                            "result": "true"

                        }

                    ],

                    "preFilters": [],

                    "postFilters": [],

                    "datasets": [],

                    "events": [],

                    "properties": [],

                    "httpDetails": []

                }

            },
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            {

                "stepGUID": "TestStepID",

                "stepName": "http GET /3/movie/49163",

                "type": "STEP",

                "errorCount": "0",

                "warningCount": "0",

                "quite": "false",

                "startTime": "2017-12-20T13:02:21-0500",

                "endedState": "PASSED",

                "stacktrace": null,

                "stepCommand": {

                    "request": "GET /3/movie/49163?api_key=cd1d7f222b868aec8b843a48baa16df119

 HTTP/1.1\nPragma: no-cache\nCache-Control: no-cache\nAccept: application/json\nlisaFrameRemoteIP:

 10.162.27.216\nlisaFrameRoot: true\nlisaFrameID: ed24aa10-e5af-11e7-937d-020027e349ee\n\n",

                    "response":

 "PG1vdmllPgogICAgPGFkdWx0IHR5cGU9ImJvb2xlYW4iPkZBTFNFPC9hZHVsdD4KICAgIDxiYWNrZHJvcF9fcGF0aCB0eXBlPSJzdHJpbmciPi9oejNKZkFpa1lYdGFOV0lKaFdNNHA1c3k1T1ouanBnPC9iYWNrZHJvcF9fcGF0aD4KICAgIDxiZWxvbmdzX190b19fY29sbGVjdGlvbiBjbGFzcz0ib2JqZWN0IiBudWxsPSJ0cnVlIiAvPgogICAgPGJ1ZGdldCB0eXBlPSJudW1iZXIiPjEwNTAwMDAwMDwvYnVkZ2V0PgogICAgPGdlbnJlPkFDVElPTjwvZ2VucmU

+CiAgICA8aG9tZXBhZ2UgdHlwZT0ic3RyaW5nIj5tYXRyaXhtb3ZpZS5jb208L2hvbWVwYWdlPgogICAgPGlkIHR5cGU9Im51bWJlciI

+NDkxNjM8L2lkPiAgICAKICAgIDx0aXRsZSB0eXBlPSJzdHJpbmciPlRoZSBNYXRyaXg8L3RpdGxlPgogICAgPG92ZXJ2aWV3IHR5cGU9InN0cmluZyI

+QSBjb21wdXRlciBoYWNrZXIgbGVhcm5zIGZyb20gbXlzdGVyaW91cyByZWJlbHMgYWJvdXQgdGhlIHRydWUgbmF0dXJlIG9mIGhpcyByZWFsaXR5IGFuZCBoaXMgcm9sZSBpbiB0aGUgd2FyIGFnYWluc3QgaXRzIGNvbnRyb2xsZXJzLjwvb3ZlcnZpZXc

+CiAgICA8cG9wdWxhcml0eSB0eXBlPSJudW1iZXIiPjQ0PC9wb3B1bGFyaXR5PgogICAgPHBvc3Rlcl9fcGF0aCB0eXBlPSJzdHJpbmciPi8yZ1BqTFdJeXJXbEFuMkRnS01PS1RCblpZeU8uanBnPC9wb3N0ZXJfX3BhdGg

+ICAgICAgICAgICAgCiAgICA8cmV2ZW51ZSB0eXBlPSJudW1iZXIiPjQ0MDAwMDAwMDA8L3JldmVudWU

+CiAgICA8cnVudGltZSB0eXBlPSJudW1iZXIiPjEyMDwvcnVudGltZT4gICAgCiAgICA8c3RhdHVzIHR5cGU9InN0cmluZyI

+UmVsZWFzZWQ8L3N0YXR1cz4KICAgIDx0YWdsaW5lIHR5cGU9InN0cmluZyI

+VGhlIE1hdHJpeDwvdGFnbGluZT4gICAgCiAgICA8dm90ZV9fYXZlcmFnZSB0eXBlPSJudW1iZXIiPjEwPC92b3RlX19hdmVyYWdlPgogICAgPHZvdGVfX2NvdW50IHR5cGU9Im51bWJlciI

+MTAwMDwvdm90ZV9fY291bnQ+CjwvbW92aWU+",

                    "responseBase64Encoded": "true"

                },

                "_embedded": {

                    "messages": [],

                    "asserts": [

                        {

                            "name": "Ensure Result Contains \"The Matrix\"",

                            "actualValue": "<movie>\n    <adult type=\"boolean\">FALSE</adult>

\n    <backdrop__path type=\"string\">/hz3JfAikYXtaNWIJhWM4p5sy5OZ.jpg</backdrop__path>\n   

 <belongs__to__collection class=\"object\" null=\"true\" />\n    <budget type=\"number\">105000000</budget>

\n    <genre>ACTION</genre>\n    <homepage type=\"string\">matrixmovie.com</homepage>\n    <id type=\"number

\">49163</id>    \n    <title type=\"string\">The Matrix</title>\n    <overview type=\"string\">A computer

 hacker learns from mysterious rebels about the true nature of his reality and his role in the war against

 its controllers.</overview>\n    <popularity type=\"number\">44</popularity>\n    <poster__path type=\"string

\">/2gPjLWIyrWlAn2DgKMOKTBnZYyO.jpg</poster__path>            \n    <revenue type=\"number\">4400000000</

revenue>\n    <runtime type=\"number\">120</runtime>    \n    <status type=\"string\">Released</status>\n   

 <tagline type=\"string\">The Matrix</tagline>    \n    <vote__average type=\"number\">10</vote__average>\n   

 <vote__count type=\"number\">1000</vote__count>\n</movie>",

                            "expectation": "Looked for \"The Matrix\" in result.",

                            "fired": "false",

                            "isGlobal": "false",

                            "message": "The assertion of type \"Result as String Contains Given String\"

 passed evaluation.",

                            "result": "true"

                        }

                    ],

                    "preFilters": [],

                    "postFilters": [],
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                    "datasets": [],

                    "events": [],

                    "properties": [],

                    "httpDetails": []

                }

            },

            {

                "stepGUID": "TestStepID",

                "stepName": "http GET /3/movie/49381",

                "type": "STEP",

                "errorCount": "0",

                "warningCount": "0",

                "quite": "false",

                "startTime": "2017-12-20T13:02:22-0500",

                "endedState": "PASSED",

                "stacktrace": null,

                "stepCommand": {

                    "request": "GET /3/movie/49381?api_key=cd1d7f222b868aec8b843a48baa16df337

 HTTP/1.1\nPragma: no-cache\nCache-Control: no-cache\nAccept: application/json\nlisaFrameRemoteIP:

 10.162.27.216\nlisaFrameRoot: true\nlisaFrameID: edd387b0-e5af-11e7-937d-020027e349ee\n\n",

                    "response":

 "PG1vdmllPgogICAgPGFkdWx0IHR5cGU9ImJvb2xlYW4iPkZBTFNFPC9hZHVsdD4KICAgIDxiYWNrZHJvcF9fcGF0aCB0eXBlPSJzdHJpbmciPi9oejNKZkFpa1lYdGFOV0lKaFdNNHA1c3k1T1ouanBnPC9iYWNrZHJvcF9fcGF0aD4KICAgIDxiZWxvbmdzX190b19fY29sbGVjdGlvbiBjbGFzcz0ib2JqZWN0IiBudWxsPSJ0cnVlIiAvPgogICAgPGJ1ZGdldCB0eXBlPSJudW1iZXIiPjEwNTAwMDAwMDwvYnVkZ2V0PgogICAgPGdlbnJlPkZPUkVJR048L2dlbnJlPgogICAgPGhvbWVwYWdlIHR5cGU9InN0cmluZyI

+c2V2ZW5zYW11cmFpbW92aWUuY29tPC9ob21lcGFnZT4KICAgIDxpZCB0eXBlPSJudW1iZXIiPjQ5MzgxPC9pZD4gICAgCiAgICA8dGl0bGUgdHlwZT0ic3RyaW5nIj5TZXZlbiBTYW11cmFpPC90aXRsZT4KICAgIDxvdmVydmlldyB0eXBlPSJzdHJpbmciPkEgcG9vciB2aWxsYWdlIHVuZGVyIGF0dGFjayBieSBiYW5kaXRzIHJlY3J1aXRzIHNldmVuIHVuZW1wbG95ZWQgc2FtdXJhaSB0byBoZWxwIHRoZW0gZGVmZW5kIHRoZW1zZWx2ZXMuPC9vdmVydmlldz4KICAgIDxwb3B1bGFyaXR5IHR5cGU9Im51bWJlciI

+NTA8L3BvcHVsYXJpdHk+CiAgICA8cG9zdGVyX19wYXRoIHR5cGU9InN0cmluZyI

+LzJnUGpMV0l5cldsQW4yRGdLTU9LVEJuWll5Ty5qcGc8L3Bvc3Rlcl9fcGF0aD4gICAgICAgICAgICAKICAgIDxyZXZlbnVlIHR5cGU9Im51bWJlciI

+MzM2MDAwMDwvcmV2ZW51ZT4KICAgIDxydW50aW1lIHR5cGU9Im51bWJlciI+OTk8L3J1bnRpbWU

+ICAgIAogICAgPHN0YXR1cyB0eXBlPSJzdHJpbmciPlJlbGVhc2VkPC9zdGF0dXM

+CiAgICA8dGFnbGluZSB0eXBlPSJzdHJpbmciPlNldmVuIFNhbXVyYWk8L3RhZ2xpbmU

+ICAgIAogICAgPHZvdGVfX2F2ZXJhZ2UgdHlwZT0ibnVtYmVyIj45PC92b3RlX19hdmVyYWdlPgogICAgPHZvdGVfX2NvdW50IHR5cGU9Im51bWJlciI

+ODAwPC92b3RlX19jb3VudD4KPC9tb3ZpZT4=",

                    "responseBase64Encoded": "true"

                },

                "_embedded": {

                    "messages": [],

                    "asserts": [

                        {

                            "name": "Ensure Result Contains \"Seven Samurai\"",

                            "actualValue": "<movie>\n    <adult type=\"boolean\">FALSE</adult>

\n    <backdrop__path type=\"string\">/hz3JfAikYXtaNWIJhWM4p5sy5OZ.jpg</backdrop__path>\n   

 <belongs__to__collection class=\"object\" null=\"true\" />\n    <budget type=\"number\">105000000</budget>

\n    <genre>FOREIGN</genre>\n    <homepage type=\"string\">sevensamuraimovie.com</homepage>\n    <id

 type=\"number\">49381</id>    \n    <title type=\"string\">Seven Samurai</title>\n    <overview type=

\"string\">A poor village under attack by bandits recruits seven unemployed samurai to help them defend

 themselves.</overview>\n    <popularity type=\"number\">50</popularity>\n    <poster__path type=\"string

\">/2gPjLWIyrWlAn2DgKMOKTBnZYyO.jpg</poster__path>            \n    <revenue type=\"number\">3360000</revenue>

\n    <runtime type=\"number\">99</runtime>    \n    <status type=\"string\">Released</status>\n    <tagline

 type=\"string\">Seven Samurai</tagline>    \n    <vote__average type=\"number\">9</vote__average>\n   

 <vote__count type=\"number\">800</vote__count>\n</movie>",

                            "expectation": "Looked for \"Seven Samurai\" in result.",

                            "fired": "false",

                            "isGlobal": "false",

                            "message": "The assertion of type \"Result as String Contains Given String\"

 passed evaluation.",
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                            "result": "true"

                        }

                    ],

                    "preFilters": [],

                    "postFilters": [],

                    "datasets": [],

                    "events": [],

                    "properties": [],

                    "httpDetails": []

                }

            },

            {

                "stepGUID": "TestStepID",

                "stepName": "GET empty column value",

                "type": "STEP",

                "errorCount": "0",

                "warningCount": "0",

                "quite": "false",

                "startTime": "2017-12-20T13:02:23-0500",

                "endedState": "PASSED",

                "stacktrace": null,

                "stepCommand": {

                    "request": "GET /3/movie/49382?api_key=cd1d7f222b868aec8b843a48baa16df337

 HTTP/1.1\nPragma: no-cache\nCache-Control: no-cache\nAccept: application/json\nlisaFrameRemoteIP:

 10.162.27.216\nlisaFrameRoot: true\nlisaFrameID: ee6121b0-e5af-11e7-937d-020027e349ee\n\n",

                    "response":

 "PG1vdmllPgogICAgPGFkdWx0IHR5cGU9ImJvb2xlYW4iPkZBTFNFPC9hZHVsdD4KICAgIDxiYWNrZHJvcF9fcGF0aCB0eXBlPSJzdHJpbmciPi9oejNKZkFpa1lYdGFOV0lKaFdNNHA1c3k1T1ouanBnPC9iYWNrZHJvcF9fcGF0aD4KICAgIDxiZWxvbmdzX190b19fY29sbGVjdGlvbiBjbGFzcz0ib2JqZWN0IiBudWxsPSJ0cnVlIiAvPgogICAgPGJ1ZGdldCB0eXBlPSJudW1iZXIiPjEwNTAwMDAwMDwvYnVkZ2V0PgogICAgPGdlbnJlPjwvZ2VucmU

+CiAgICA8aG9tZXBhZ2UgdHlwZT0ic3RyaW5nIj5Vc3VhbCBTdXNwZWN0czwvaG9tZXBhZ2U

+CiAgICA8aWQgdHlwZT0ibnVtYmVyIj40OTM4MjwvaWQ+ICAgIAogICAgPHRpdGxlIHR5cGU9InN0cmluZyI

+VXN1YWwgU3VzcGVjdHM8L3RpdGxlPgogICAgPG92ZXJ2aWV3IHR5cGU9InN0cmluZyI

+Q3JpbWUgbW92aWU8L292ZXJ2aWV3PgogICAgPHBvcHVsYXJpdHkgdHlwZT0ibnVtYmVyIj41MDwvcG9wdWxhcml0eT4KICAgIDxwb3N0ZXJfX3BhdGggdHlwZT0ic3RyaW5nIj4vMmdQakxXSXlyV2xBbjJEZ0tNT0tUQm5aWXlPLmpwZzwvcG9zdGVyX19wYXRoPiAgICAgICAgICAgIAogICAgPHJldmVudWUgdHlwZT0ibnVtYmVyIj4zMzYwMDAwPC9yZXZlbnVlPgogICAgPHJ1bnRpbWUgdHlwZT0ibnVtYmVyIj45OTwvcnVudGltZT4gICAgCiAgICA8c3RhdHVzIHR5cGU9InN0cmluZyI

+UmVsZWFzZWQ8L3N0YXR1cz4KICAgIDx0YWdsaW5lIHR5cGU9InN0cmluZyI+VXN1YWwgU3VzcGVjdHM8L3RhZ2xpbmU

+ICAgIAogICAgPHZvdGVfX2F2ZXJhZ2UgdHlwZT0ibnVtYmVyIj4xMDwvdm90ZV9fYXZlcmFnZT4KICAgIDx2b3RlX19jb3VudCB0eXBlPSJudW1iZXIiPjEwMDA8L3ZvdGVfX2NvdW50Pgo8L21vdmllPg==",

                    "responseBase64Encoded": "true"

                },

                "_embedded": {

                    "messages": [],

                    "asserts": [

                        {

                            "name": "Ensure Result Contains empty genre tag",

                            "actualValue": "<movie>\n    <adult type=\"boolean\">FALSE</adult>

\n    <backdrop__path type=\"string\">/hz3JfAikYXtaNWIJhWM4p5sy5OZ.jpg</backdrop__path>\n   

 <belongs__to__collection class=\"object\" null=\"true\" />\n    <budget type=\"number\">105000000</

budget>\n    <genre></genre>\n    <homepage type=\"string\">Usual Suspects</homepage>\n    <id type=

\"number\">49382</id>    \n    <title type=\"string\">Usual Suspects</title>\n    <overview type=\"string

\">Crime movie</overview>\n    <popularity type=\"number\">50</popularity>\n    <poster__path type=\"string

\">/2gPjLWIyrWlAn2DgKMOKTBnZYyO.jpg</poster__path>            \n    <revenue type=\"number\">3360000</revenue>

\n    <runtime type=\"number\">99</runtime>    \n    <status type=\"string\">Released</status>\n    <tagline

 type=\"string\">Usual Suspects</tagline>    \n    <vote__average type=\"number\">10</vote__average>\n   

 <vote__count type=\"number\">1000</vote__count>\n</movie>",

                            "expectation": "Looked for \"<genre></genre>\" in result.",

                            "fired": "false",

                            "isGlobal": "false",

 1292



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

                            "message": "The assertion of type \"Result as String Contains Given String\"

 passed evaluation.",

                            "result": "true"

                        }

                    ],

                    "preFilters": [],

                    "postFilters": [],

                    "datasets": [],

                    "events": [],

                    "properties": [],

                    "httpDetails": []

                }

            },

            {

                "stepGUID": "TestStepID",

                "stepName": "http GET /3/movie/notfound",

                "type": "STEP",

                "errorCount": "0",

                "warningCount": "0",

                "quite": "false",

                "startTime": "2017-12-20T13:02:24-0500",

                "endedState": "PASSED",

                "stacktrace": null,

                "stepCommand": {

                    "request": "GET /3/movie/notfound?api_key=cd1d7f222b868aec8b843a48baa16df337

 HTTP/1.1\nPragma: no-cache\nCache-Control: no-cache\nAccept: application/json\nlisaFrameRemoteIP:

 10.162.27.216\nlisaFrameRoot: true\nlisaFrameID: eefd88c0-e5af-11e7-937d-020027e349ee\n\n",

                    "response": "PGh0bWw+CiAgICA8aGVhZD48dGl0bGU+NDA0IE5vdCBGb3VuZDwvdGl0bGU

+PC9oZWFkPgogICAgPGJvZHk+CiAgICAgICAgPGgxPk5vdCBGb3VuZDwvaDE+CiAgICAgICAgPHA

+VGhlIHJlcXVlc3RlZCBVUkwgd2FzIG5vdCBmb3VuZCBvbiB0aGlzIHNlcnZlci48L3A

+CiAgICAgICAgPGhyLz4KICAgICAgICA8cD48aT5UaGUgTElTQSBWU0Ugc2VydmljZSBjb3VsZCBub3QgbWF0Y2ggeW91ciByZXF1ZXN0IHRvIGEgcmVjb3JkZWQgcmVxdWVzdC4mbmJzcDsgQ29uc2lkZXIgZXhwYW5kaW5nIHlvdXIgc2VydmljZSBpbWFnZS48L2k

+PC9wPgogICAgICAgIDxici8+PGZvbnQgc2l6ZT0iLTIiPlByb2R1Y2VkIGJ5IGEgTElTQSB2aXJ0dWFsaXplZCB3ZWIgc2VydmVyLjwvZm9udD4KICAgIDwvYm9keT4KPC9odG1sPgo=",

                    "responseBase64Encoded": "true"

                },

                "_embedded": {

                    "messages": [],

                    "asserts": [

                        {

                            "name": "Ensure Result Contains \"404 Not Found\"",

                            "actualValue": "<html>\n    <head><title>404 Not Found</title></head>\n    <body>

\n        <h1>Not Found</h1>\n        <p>The requested URL was not found on this server.</p>\n        <hr/>\n 

       <p><i>The LISA VSE service could not match your request to a recorded request.  Consider expanding your

 service image.</i></p>\n        <br/><font size=\"-2\">Produced by a LISA virtualized web server.</font>\n  

  </body>\n</html>\n",

                            "expectation": "Looked for \"404 Not Found\" in result.",

                            "fired": "false",

                            "isGlobal": "false",

                            "message": "The assertion of type \"Result as String Contains Given String\"

 passed evaluation.",

                            "result": "true"

                        }

                    ],

                    "preFilters": [],
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                    "postFilters": [],

                    "datasets": [],

                    "events": [],

                    "properties": [],

                    "httpDetails": []

                }

            }

        ],

        "preCompanions": [],

        "postCompanions": [],

        "messages": []

    }

}

 

テスト レポートの取得

次の URL に GET リクエストを実行します。http://{{LISA_TEST_INVOKE_HOST}}:
{{LISA_TEST_INVOKE_PORT}}/lisa-test-invoke/api/v1/tests/reports/summary ?
startTime=2017-12-20T00:00:00.000-05:00&endTime=2017-12-20T16:33:00.000-05:00

startTime と endTime の値はオプションです。値がある場合は、値は ISO 8601 形式（例：
2014-10-22T16:33:00.000-05:00）に準拠している必要があります。

応答:

{

  "_links": {

    "self": {

      "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/suites/reports/summary"

    }

  },

  "passCount": 5,

  "failCount": 0,

  "warningCount": 0,

  "abortCount": 4,

  "errorCount": 40,

  "runningCount": 0

}

スイート レポートの取得

次の URL に GET リクエストを実行します。http://{{LISA_TEST_INVOKE_HOST}}:{{LISA_TEST_INVOKE_PORT}}/
lisa-test-invoke/api/v1/suites/reports ?
startTime=2017-12-20T00:00:00.000-05:00&endTime=2017-12-20T16:33:00.000-05:00

startTime と endTime の値はオプションです。値がある場合は、値は ISO 8601 形式（例：
2014-10-22T16:33:00.000-05:00）に準拠している必要があります。

応答

{

    "_links": {

        "self": {

            "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/suites/reports"
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        }

    },

    "count": 5,

    "_embedded": {

        "Suites": [

            {

                "_links": {

                    "next": {

                        "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/suites/reports/

SuiteRunUniqueID/tests"

                    },

                    "self": {

                        "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/suites/reports/

SuiteRunUniqueID"

                    }

                },

                "suiteRunId": "SuiteRunUniqueID",

                "suiteName": "DataDrivenMultiCycle",

                "documentation": "Put documentation of the suite here.",

                "startTime": "2017-12-20T12:06:20-0500",

                "endTime": "2017-12-20T12:06:42-0500",

                "elapsedTimeInMillSec": 22727,

                "user": "admin",

                "endedState": "ABORTED",

                "done": true,

                "manuallyTerminated": false,

                "passCount": 0,

                "failCount": 0,

                "warningCount": 0,

                "abortCount": 2,

                "errorCount": 20,

                "totalTestsExecuted": 2,

                "totalTests": 2,

                "host": "localhost"

            },

            {

                "_links": {

                    "next": {

                        "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/suites/reports/

SuiteRunUniqueID/tests"

                    },

                    "self": {

                        "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/suites/reports/

SuiteRunUniqueID"

                    }

                },

                "suiteRunId": "SuiteRunUniqueID",

                "suiteName": "DataDrivenMultiCycle",

                "documentation": "Put documentation of the suite here.",

                "startTime": "2017-12-20T13:19:06-0500",

                "endTime": "2017-12-20T13:20:42-0500",

                "elapsedTimeInMillSec": 95525,

                "user": "admin",
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                "endedState": "PASSED",

                "done": true,

                "manuallyTerminated": false,

                "passCount": 2,

                "failCount": 0,

                "warningCount": 0,

                "abortCount": 0,

                "errorCount": 0,

                "totalTestsExecuted": 2,

                "totalTests": 2,

                "host": "localhost"

            },

            {

                "_links": {

                    "next": {

                        "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/suites/reports/

SuiteRunUniqueID/tests"

                    },

                    "self": {

                        "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/suites/reports/

SuiteRunUniqueID"

                    }

                },

                "suiteRunId": "SuiteRunUniqueID",

                "suiteName": "DataDrivenMultiCycle",

                "documentation": "Put documentation of the suite here.",

                "startTime": "2017-12-20T12:22:52-0500",

                "endTime": "2017-12-20T12:23:25-0500",

                "elapsedTimeInMillSec": 33368,

                "user": "admin",

                "endedState": "PASSED",

                "done": true,

                "manuallyTerminated": false,

                "passCount": 1,

                "failCount": 0,

                "warningCount": 0,

                "abortCount": 0,

                "errorCount": 0,

                "totalTestsExecuted": 1,

                "totalTests": 2,

                "host": "localhost"

            },

            {

                "_links": {

                    "next": {

                        "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/suites/reports/

SuiteRunUniqueID/tests"

                    },

                    "self": {

                        "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/suites/reports/

SuiteRunUniqueID"

                    }

                },
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                "suiteRunId": "SuiteRunUniqueID",

                "suiteName": "DataDrivenMultiCycle",

                "documentation": "Put documentation of the suite here.",

                "startTime": "2017-12-20T12:10:37-0500",

                "endTime": "2017-12-20T12:12:18-0500",

                "elapsedTimeInMillSec": 100847,

                "user": "admin",

                "endedState": "PASSED",

                "done": true,

                "manuallyTerminated": false,

                "passCount": 2,

                "failCount": 0,

                "warningCount": 0,

                "abortCount": 0,

                "errorCount": 0,

                "totalTestsExecuted": 2,

                "totalTests": 2,

                "host": "localhost"

            },

            {

                "_links": {

                    "next": {

                        "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/suites/reports/

SuiteRunUniqueID/tests"

                    },

                    "self": {

                        "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/suites/reports/

SuiteRunUniqueID"

                    }

                },

                "suiteRunId": "SuiteRunUniqueID",

                "suiteName": "DataDrivenMultiCycle",

                "documentation": "Put documentation of the suite here.",

                "startTime": "2017-12-20T12:05:05-0500",

                "endTime": "2017-12-20T12:05:30-0500",

                "elapsedTimeInMillSec": 25266,

                "user": "admin",

                "endedState": "ABORTED",

                "done": true,

                "manuallyTerminated": false,

                "passCount": 0,

                "failCount": 0,

                "warningCount": 0,

                "abortCount": 2,

                "errorCount": 20,

                "totalTestsExecuted": 2,

                "totalTests": 2,

                "host": "localhost"

            }

        ]

    }

}

 

 1297



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

指定した「SuiteRunUniqueId」のスイート レポートの取得

次の URL に GET リクエストを実行します。http://{{LISA_TEST_INVOKE_HOST}}:{{LISA_TEST_INVOKE_PORT}}/
lisa-test-invoke/api/v1/suites/reports/SuiteRunUniqueID

{

  "_links": {

    "self": {

      "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/suites/reports/{SuiteRunId}"

    },

    "tests": {

      "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/suites/reports/{SuiteRunId}/tests"

    }

  },

  "suiteRunId": "SuiteRunUniqueID",

  "suiteName": "AllTestsSuite",

  "documentation": "Put documentation of the suite here.",

  "startTime": "2018-05-22T10:05:25-0400",

  "endTime": "2018-05-22T10:05:35-0400",

  "elapsedTimeInMillSec": 9887,

  "user": "admin",

  "endedState": "PASSED",

  "endedStateValue": "0",

  "done": true,

  "manuallyTerminated": false,

  "passCount": 0,

  "failCount": 0,

  "warningCount": 0,

  "abortCount": 1,

  "errorCount": 1,

  "totalTestsExecuted": 10,

  "totalTests": 0,

  "host": "localhost.ca.com",

  "config": "/root/lisatmp_10.4.0/lads/ConfigDirectory/examples/Configs/project.config",

  "path": "/root/lisatmp_10.4.0/lads/ConfigDirectory/examples/Suites/testsuite.ste"

}

 

指定した「SuiteRunUniqueId」のスイート レポートに関するすべてのテストの取得

次の URL に GET リクエストを実行します。http://{{LISA_TEST_INVOKE_HOST}}:{{LISA_TEST_INVOKE_PORT}}/
lisa-test-invoke/api/v1/suites/reports/SuiteRunUniqueID/tests

{

    "_links": {

        "self": {

            "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/suites/reports/SuiteRunUniqueID/tests"

        }

    },

    "count": 2,

    "_embedded": {

        "Tests": [
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            {

                "_links": {

                    "next": {

                        "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/suites/reports/

SuiteRunUniqueID/tests/TestRunUniqueID/cycles"

                    },

                    "self": {

                        "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/suites/reports/

SuiteRunUniqueID/tests/TestRunUniqueID"

                    }

                },

                "testRunUniqueId": "TestRunUniqueID",

                "testRunName": "Run1User10Cycle",

                "testcaseId": "TestCaseID",

                "testcaseName": "test-data-driven-http-rest",

                "testCaseDoc": "Put documentation of the Test Case here.",

                "startTime": "2017-12-20T13:19:06-0500",

                "endTime": "2017-12-20T13:19:53-0500",

                "elapsedTimeInMillSec": 46514,

                "user": "",

                "endedState": "PASSED",

                "done": true,

                "manuallyTerminated": false,

                "passCount": 10,

                "failCount": 0,

                "warningCount": 0,

                "abortCount": 0,

                "passPercent": 100,

                "failPercent": 0,

                "abortPercent": 0,

                "modelName": "test-data-driven-http-rest",

                "loadPattern": "Run N Times",

                "host": "localhost",

                "simulatorName": null,

                "coordinatorId": "em2ApF_ybUIQTNajqcZsP_r7rh-6qHabQ-UkOHfSBn0W",

                "coordinatorName": "tcp://localhost:2011/Coordinator",

                "config": "/root/lisatmp_10.2.5/lads/ConfigDirectory/Bank v5/Configs/project.config",

                "ssvUsers": "1",

                "testcase": {

                    "id": "TestCaseID",

                    "name": "test-data-driven-http-rest",

                    "documentation": "Put documentation of the Test Case here.",

                    "resultState": "",

                    "steps": [

                        {

                            "uid": "UserID",

                            "name": "http GET /3/movie/49047/",

                            "documentation": null,

                            "type": "com.itko.lisa.ws.rest.RESTNode",

                            "quiet": false,

                            "next": "http GET /3/movie/49163"

                        },

                        {
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                            "uid": "UserID",

                            "name": "http GET /3/movie/49163",

                            "documentation": null,

                            "type": "com.itko.lisa.ws.rest.RESTNode",

                            "quiet": false,

                            "next": "http GET /3/movie/49381"

                        },

                        {

                            "uid": "UserID",

                            "name": "http GET /3/movie/49381",

                            "documentation": null,

                            "type": "com.itko.lisa.ws.rest.RESTNode",

                            "quiet": false,

                            "next": "GET empty column value"

                        },

                        {

                            "uid": "UserID",

                            "name": "GET empty column value",

                            "documentation": null,

                            "type": "com.itko.lisa.ws.rest.RESTNode",

                            "quiet": false,

                            "next": "http GET /3/movie/notfound"

                        },

                        {

                            "uid": "UserID",

                            "name": "http GET /3/movie/notfound",

                            "documentation": null,

                            "type": "com.itko.lisa.ws.rest.RESTNode",

                            "quiet": false,

                            "next": "end"

                        },

                        {

                            "uid": "UserID",

                            "name": "abort",

                            "documentation": null,

                            "type": "com.itko.lisa.test.AbortStep",

                            "quiet": true,

                            "next": ""

                        },

                        {

                            "uid": "UserID",

                            "name": "fail",

                            "documentation": null,

                            "type": "com.itko.lisa.test.Abend",

                            "quiet": true,

                            "next": "abort"

                        },

                        {

                            "uid": "UserID",

                            "name": "end",

                            "documentation": null,

                            "type": "com.itko.lisa.test.NormalEnd",

                            "quiet": true,
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                            "next": "fail"

                        }

                    ]

                },

                "stagingDocument": {

                    "name": "Run1User10Cycle",

                    "documentation": "",

                    "distributionType": "com.itko.lisa.coordinator.runpatterns.PercentDistribution",

                    "loadPatternType": "com.itko.lisa.coordinator.runpatterns.RunNTimesPattern",

                    "think": "100"

                }

            },

            {

                "_links": {

                    "next": {

                        "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/suites/reports/

SuiteRunUniqueID/tests/TestRunUniqueID/cycles"

                    },

                    "self": {

                        "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/suites/reports/

SuiteRunUniqueIDE/tests/TestRunUniqueID"

                    }

                },

                "testRunUniqueId": "TestRunUniqueID",

                "testRunName": "Run1User10Cycle",

                "testcaseId": "TestCaseID",

                "testcaseName": "test-data-driven-http-rest_01",

                "testCaseDoc": "Put documentation of the Test Case here.",

                "startTime": "2017-12-20T13:19:54-0500",

                "endTime": "2017-12-20T13:20:41-0500",

                "elapsedTimeInMillSec": 47526,

                "user": "",

                "endedState": "PASSED",

                "done": true,

                "manuallyTerminated": false,

                "passCount": 10,

                "failCount": 0,

                "warningCount": 0,

                "abortCount": 0,

                "passPercent": 100,

                "failPercent": 0,

                "abortPercent": 0,

                "modelName": "test-data-driven-http-rest_01",

                "loadPattern": "Run N Times",

                "host": "localhost",

                "simulatorName": null,

                "coordinatorId": "em2ApF_ybUIQTNajqcZsP_r7rh-6qHabQ-UkOHfSBn0W",

                "coordinatorName": "tcp://localhost:2011/Coordinator",

                "config": "/root/lisatmp_10.2.5/lads/ConfigDirectory/Bank v5/Configs/project.config",

                "ssvUsers": "1",

                "testcase": {

                    "id": "TestCaseID",

                    "name": "test-data-driven-http-rest_01",
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                    "documentation": "Put documentation of the Test Case here.",

                    "resultState": "",

                    "steps": [

                        {

                            "uid": "UserID",

                            "name": "http GET /3/movie/49047/",

                            "documentation": null,

                            "type": "com.itko.lisa.ws.rest.RESTNode",

                            "quiet": false,

                            "next": "http GET /3/movie/49163"

                        },

                        {

                            "uid": "UserID",

                            "name": "http GET /3/movie/49163",

                            "documentation": null,

                            "type": "com.itko.lisa.ws.rest.RESTNode",

                            "quiet": false,

                            "next": "http GET /3/movie/49381"

                        },

                        {

                            "uid": "UserID",

                            "name": "http GET /3/movie/49381",

                            "documentation": null,

                            "type": "com.itko.lisa.ws.rest.RESTNode",

                            "quiet": false,

                            "next": "GET empty column value"

                        },

                        {

                            "uid": "UserID",

                            "name": "GET empty column value",

                            "documentation": null,

                            "type": "com.itko.lisa.ws.rest.RESTNode",

                            "quiet": false,

                            "next": "http GET /3/movie/notfound"

                        },

                        {

                            "uid": "UserID",

                            "name": "http GET /3/movie/notfound",

                            "documentation": null,

                            "type": "com.itko.lisa.ws.rest.RESTNode",

                            "quiet": false,

                            "next": "end"

                        },

                        {

                            "uid": "UserID",

                            "name": "abort",

                            "documentation": null,

                            "type": "com.itko.lisa.test.AbortStep",

                            "quiet": true,

                            "next": ""

                        },

                        {

                            "uid": "UserID",
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                            "name": "fail",

                            "documentation": null,

                            "type": "com.itko.lisa.test.Abend",

                            "quiet": true,

                            "next": "abort"

                        },

                        {

                            "uid": "UserID",

                            "name": "end",

                            "documentation": null,

                            "type": "com.itko.lisa.test.NormalEnd",

                            "quiet": true,

                            "next": "fail"

                        }

                    ]

                },

                "stagingDocument": {

                    "name": "Run1User10Cycle",

                    "documentation": "",

                    "distributionType": "com.itko.lisa.coordinator.runpatterns.PercentDistribution",

                    "loadPatternType": "com.itko.lisa.coordinator.runpatterns.RunNTimesPattern",

                    "think": "100"

                }

            }

        ]

    }

}

 

指定した「TestRunUniqueId」と、指定した「SuiteRunUniqueId」のスイート レポートに関するテストの取得

次の URL に GET リクエストを実行します。http://{{LISA_TEST_INVOKE_HOST}}:{{LISA_TEST_INVOKE_PORT}}/
lisa-test-invoke/api/v1/suites/reports/SuiteRunUniqueID/tests/SuiteRunUniqueID

{

    "_links": {

        "next": {

            "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/suites/reports/SuiteRunUniqueID/tests/

SuiteRunUniqueID/cycles"

        },

        "self": {

            "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/suites/reports/SuiteRunUniqueID/tests/

SuiteRunUniqueID"

        }

    },

    "testRunUniqueId": "SuiteRunUniqueID",

    "testRunName": "Run1User10Cycle",

    "testcaseId": "TestCaseID",

    "testcaseName": "test-data-driven-http-rest",

    "testCaseDoc": "Put documentation of the Test Case here.",

    "startTime": "2017-12-20T13:19:06-0500",

    "endTime": "2017-12-20T13:19:53-0500",

    "elapsedTimeInMillSec": 46514,
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    "user": "admin",

    "endedState": "PASSED",

    "done": true,

    "manuallyTerminated": false,

    "passCount": 10,

    "failCount": 0,

    "warningCount": 0,

    "abortCount": 0,

    "passPercent": 100,

    "failPercent": 0,

    "abortPercent": 0,

    "modelName": "test-data-driven-http-rest",

    "loadPattern": "Run N Times",

    "host": "localhost",

    "simulatorName": "tcp://localhost:2014/Simulator",

    "coordinatorId": "em2ApF_ybUIQTNajqcZsP_r7rh-6qHabQ-UkOHfSBn0W",

    "coordinatorName": "tcp://localhost:2011/Coordinator",

    "config": "/root/lisatmp_10.2.5/lads/SuiteRunUniqueID/Bank v5/Configs/project.config",

    "ssvUsers": "1",

    "testcase": {

        "id": "TestCaseID",

        "name": "test-data-driven-http-rest",

        "documentation": "Put documentation of the Test Case here.",

        "resultState": "",

        "steps": [

            {

                "uid": "UserID",

                "name": "http GET /3/movie/49047/",

                "documentation": null,

                "type": "com.itko.lisa.ws.rest.RESTNode",

                "quiet": false,

                "next": "http GET /3/movie/49163"

            },

            {

                "uid": "UserID",

                "name": "http GET /3/movie/49163",

                "documentation": null,

                "type": "com.itko.lisa.ws.rest.RESTNode",

                "quiet": false,

                "next": "http GET /3/movie/49381"

            },

            {

                "uid": "UserID",

                "name": "http GET /3/movie/49381",

                "documentation": null,

                "type": "com.itko.lisa.ws.rest.RESTNode",

                "quiet": false,

                "next": "GET empty column value"

            },

            {

                "uid": "UserID",

                "name": "GET empty column value",

                "documentation": null,
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                "type": "com.itko.lisa.ws.rest.RESTNode",

                "quiet": false,

                "next": "http GET /3/movie/notfound"

            },

            {

                "uid": "UserID",

                "name": "http GET /3/movie/notfound",

                "documentation": null,

                "type": "com.itko.lisa.ws.rest.RESTNode",

                "quiet": false,

                "next": "end"

            },

            {

                "uid": "UserID",

                "name": "abort",

                "documentation": null,

                "type": "com.itko.lisa.test.AbortStep",

                "quiet": true,

                "next": ""

            },

            {

                "uid": "UserID",

                "name": "fail",

                "documentation": null,

                "type": "com.itko.lisa.test.Abend",

                "quiet": true,

                "next": "abort"

            },

            {

                "uid": "UserID",

                "name": "end",

                "documentation": null,

                "type": "com.itko.lisa.test.NormalEnd",

                "quiet": true,

                "next": "fail"

            }

        ]

    },

    "stagingDocument": {

        "name": "Run1User10Cycle",

        "documentation": "",

        "distributionType": "com.itko.lisa.coordinator.runpatterns.PercentDistribution",

        "loadPatternType": "com.itko.lisa.coordinator.runpatterns.RunNTimesPattern",

        "think": "100"

    }

}

指定した「TestRunUniqueId」のテストと、指定した「SuiteRunUniqueId」のスイート レポートに関するすべてのサイ
クルの取得

次の URL に GET リクエストを実行します。http://{{LISA_TEST_INVOKE_HOST}}:{{LISA_TEST_INVOKE_PORT}}/
lisa-test-invoke/api/v1/suites/reports/SuiteRunUniqueID/tests/SuiteRunUniqueID/cycles
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{

    "_links": {

        "self": {

            "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/suites/reports/SuiteRunUniqueID/tests/

SuiteRunUniqueID/cycles"

        }

    },

    "count": 10,

    "_embedded": {

        "CycleHistory": [

            {

                "_links": {

                    "self": {

                        "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/suites/reports/

SuiteRunUniqueID/tests/SuiteRunUniqueID/cycles/CycleUniqueID"

                    }

                },

                "cycleUniqueId": "CycleUniqueID",

                "cycle": "0",

                "run": "test-data-driven-http-rest [Run1User10Cycle]",

                "simulator": "tcp://localhost:2014/Simulator",

                "startTime": "2017-12-20T13:19:06-0500",

                "endTime": "2017-12-20T13:19:11-0500",

                "elapsedTimeInMillSec": 4443,

                "endedState": "PASSED",

                "_embedded": {

                    "StepExecHistory": [],

                    "preCompanions": [],

                    "postCompanions": [],

                    "messages": []

                }

            },

            {

                "_links": {

                    "self": {

                        "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/suites/reports/

SuiteRunUniqueID/tests/SuiteRunUniqueID/cycles/CycleUniqueID"

                    }

                },

                "cycleUniqueId": "CycleUniqueID",

                "cycle": "1",

                "run": "test-data-driven-http-rest [Run1User10Cycle]",

                "simulator": "tcp://localhost:2014/Simulator",

                "startTime": "2017-12-20T13:19:11-0500",

                "endTime": "2017-12-20T13:19:16-0500",

                "elapsedTimeInMillSec": 4839,

                "endedState": "PASSED",

                "_embedded": {

                    "StepExecHistory": [],

                    "preCompanions": [],

                    "postCompanions": [],

                    "messages": []

                }
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            },

            {

                "_links": {

                    "self": {

                        "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/suites/reports/

SuiteRunUniqueID/tests/SuiteRunUniqueID/cycles/CycleUniqueID"

                    }

                },

                "cycleUniqueId": "CycleUniqueID",

                "cycle": "2",

                "run": "test-data-driven-http-rest [Run1User10Cycle]",

                "simulator": "tcp://localhost:2014/Simulator",

                "startTime": "2017-12-20T13:19:16-0500",

                "endTime": "2017-12-20T13:19:21-0500",

                "elapsedTimeInMillSec": 4964,

                "endedState": "PASSED",

                "_embedded": {

                    "StepExecHistory": [],

                    "preCompanions": [],

                    "postCompanions": [],

                    "messages": []

                }

            },

            {

                "_links": {

                    "self": {

                        "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/suites/reports/

SuiteRunUniqueID/tests/SuiteRunUniqueID/cycles/CycleUniqueID"

                    }

                },

                "cycleUniqueId": "CycleUniqueID",

                "cycle": "3",

                "run": "test-data-driven-http-rest [Run1User10Cycle]",

                "simulator": "tcp://localhost:2014/Simulator",

                "startTime": "2017-12-20T13:19:21-0500",

                "endTime": "2017-12-20T13:19:25-0500",

                "elapsedTimeInMillSec": 4772,

                "endedState": "PASSED",

                "_embedded": {

                    "StepExecHistory": [],

                    "preCompanions": [],

                    "postCompanions": [],

                    "messages": []

                }

            },

            {

                "_links": {

                    "self": {

                        "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/suites/reports/

SuiteRunUniqueID/tests/SuiteRunUniqueID/cycles/CycleUniqueID"

                    }

                },

                "cycleUniqueId": "CycleUniqueID",
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                "cycle": "4",

                "run": "test-data-driven-http-rest [Run1User10Cycle]",

                "simulator": "tcp://localhost:2014/Simulator",

                "startTime": "2017-12-20T13:19:25-0500",

                "endTime": "2017-12-20T13:19:30-0500",

                "elapsedTimeInMillSec": 4679,

                "endedState": "PASSED",

                "_embedded": {

                    "StepExecHistory": [],

                    "preCompanions": [],

                    "postCompanions": [],

                    "messages": []

                }

            },

            {

                "_links": {

                    "self": {

                        "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/suites/reports/

SuiteRunUniqueID/tests/SuiteRunUniqueID/cycles/CycleUniqueID"

                    }

                },

                "cycleUniqueId": "CycleUniqueID",

                "cycle": "5",

                "run": "test-data-driven-http-rest [Run1User10Cycle]",

                "simulator": "tcp://localhost:2014/Simulator",

                "startTime": "2017-12-20T13:19:30-0500",

                "endTime": "2017-12-20T13:19:34-0500",

                "elapsedTimeInMillSec": 4124,

                "endedState": "PASSED",

                "_embedded": {

                    "StepExecHistory": [],

                    "preCompanions": [],

                    "postCompanions": [],

                    "messages": []

                }

            },

            {

                "_links": {

                    "self": {

                        "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/suites/reports/

SuiteRunUniqueID/tests/SuiteRunUniqueID/cycles/CycleUniqueID"

                    }

                },

                "cycleUniqueId": "CycleUniqueID",

                "cycle": "6",

                "run": "test-data-driven-http-rest [Run1User10Cycle]",

                "simulator": "tcp://localhost:2014/Simulator",

                "startTime": "2017-12-20T13:19:34-0500",

                "endTime": "2017-12-20T13:19:39-0500",

                "elapsedTimeInMillSec": 5105,

                "endedState": "PASSED",

                "_embedded": {

                    "StepExecHistory": [],
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                    "preCompanions": [],

                    "postCompanions": [],

                    "messages": []

                }

            },

            {

                "_links": {

                    "self": {

                        "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/suites/reports/

SuiteRunUniqueID/tests/SuiteRunUniqueID/cycles/CycleUniqueID"

                    }

                },

                "cycleUniqueId": "CycleUniqueID",

                "cycle": "7",

                "run": "test-data-driven-http-rest [Run1User10Cycle]",

                "simulator": "tcp://localhost:2014/Simulator",

                "startTime": "2017-12-20T13:19:39-0500",

                "endTime": "2017-12-20T13:19:44-0500",

                "elapsedTimeInMillSec": 4426,

                "endedState": "PASSED",

                "_embedded": {

                    "StepExecHistory": [],

                    "preCompanions": [],

                    "postCompanions": [],

                    "messages": []

                }

            },

            {

                "_links": {

                    "self": {

                        "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/suites/reports/

SuiteRunUniqueID/tests/SuiteRunUniqueID/cycles/CycleUniqueID"

                    }

                },

                "cycleUniqueId": "CycleUniqueID",

                "cycle": "8",

                "run": "test-data-driven-http-rest [Run1User10Cycle]",

                "simulator": "tcp://localhost:2014/Simulator",

                "startTime": "2017-12-20T13:19:44-0500",

                "endTime": "2017-12-20T13:19:48-0500",

                "elapsedTimeInMillSec": 4630,

                "endedState": "PASSED",

                "_embedded": {

                    "StepExecHistory": [],

                    "preCompanions": [],

                    "postCompanions": [],

                    "messages": []

                }

            },

            {

                "_links": {

                    "self": {
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                        "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/suites/reports/

SuiteRunUniqueID/tests/SuiteRunUniqueID/cycles/CycleUniqueID"

                    }

                },

                "cycleUniqueId": "CycleUniqueID",

                "cycle": "9",

                "run": "test-data-driven-http-rest [Run1User10Cycle]",

                "simulator": "tcp://localhost:2014/Simulator",

                "startTime": "2017-12-20T13:19:48-0500",

                "endTime": "2017-12-20T13:19:53-0500",

                "elapsedTimeInMillSec": 4470,

                "endedState": "PASSED",

                "_embedded": {

                    "StepExecHistory": [],

                    "preCompanions": [],

                    "postCompanions": [],

                    "messages": []

                }

            }

        ]

    }

}

 

指定した「CycleUniqueId」のサイクル、指定した「TestRunUniqueId」のテスト、指定した「SuiteRunUniqueId」のス
イート レポートに関するサイクルの取得

次の URL に GET リクエストを実行します。http://{{LISA_TEST_INVOKE_HOST}}:{{LISA_TEST_INVOKE_PORT}}/
lisa-test-invoke/api/v1/suites/reports/SuiteRunUniqueID/tests/SuiteRunUniqueID/cycles/CycleUniqueID

{

    "_links": {

        "self": {

            "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/suites/reports/SuiteRunUniqueID/tests/

SuiteRunUniqueID/cycles/CycleUniqueID"

        }

    },

    "cycleUniqueId": "CycleUniqueID",

    "cycle": "0",

    "run": "test-data-driven-http-rest [Run1User10Cycle]",

    "simulator": "tcp://localhost:2014/Simulator",

    "startTime": "2017-12-20T13:19:06-0500",

    "endTime": "2017-12-20T13:19:11-0500",

    "elapsedTimeInMillSec": 4443,

    "endedState": "PASSED",

    "_embedded": {

        "StepExecHistory": [

            {

                "stepGUID": "TestStepID",

                "stepName": "http GET /3/movie/49047/",

                "type": "STEP",

                "errorCount": "0",

                "warningCount": "0",
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                "quite": "false",

                "startTime": "2017-12-20T13:19:06-0500",

                "endedState": "PASSED",

                "stacktrace": null,

                "stepCommand": {

                    "request": "GET /3/movie/49047?api_key=cd1d7f222b868aec8b843a48baa16df3 HTTP/1.1\nPragma:

 no-cache\nCache-Control: no-cache\nAccept: application/json\nlisaFrameRemoteIP: 10.162.27.216\nlisaFrameRoot:

 true\nlisaFrameID: 4485ac80-e5b2-11e7-937d-020027e349ee\n\n",

                    "response":

 "PG1vdmllPgogICAgPGFkdWx0IHR5cGU9ImJvb2xlYW4iPkZBTFNFPC9hZHVsdD4KICAgIDxiYWNrZHJvcF9fcGF0aCB0eXBlPSJzdHJpbmciPi9oejNKZkFpa1lYdGFOV0lKaFdNNHA1c3k1T1ouanBnPC9iYWNrZHJvcF9fcGF0aD4KICAgIDxiZWxvbmdzX190b19fY29sbGVjdGlvbiBjbGFzcz0ib2JqZWN0IiBudWxsPSJ0cnVlIiAvPgogICAgPGJ1ZGdldCB0eXBlPSJudW1iZXIiPjEwNTAwMDAwMDwvYnVkZ2V0PgogICAgPGdlbnJlPkRSQU1BPC9nZW5yZT4KICAgIDxob21lcGFnZSB0eXBlPSJzdHJpbmciPmh0dHA6Ly9ncmF2aXR5bW92aWUud2FybmVyYnJvcy5jb20vPC9ob21lcGFnZT4KICAgIDxpZCB0eXBlPSJudW1iZXIiPjQ5MDQ3PC9pZD4gICAgCiAgICA8dGl0bGUgdHlwZT0ic3RyaW5nIj5HcmF2aXR5PC90aXRsZT4KICAgIDxvdmVydmlldyB0eXBlPSJzdHJpbmciPkRyLiBSeWFuIFN0b25lIChTYW5kcmEgQnVsbG9jayksIGEgYnJpbGxpYW50IG1lZGljYWwgZW5naW5lZXIgb24gaGVyIGZpcnN0IFNodXR0bGUgbWlzc2lvbiwgd2l0aCB2ZXRlcmFuIGFzdHJvbmF1dCBNYXR0IEtvd2Fsc2t5IChHZW9yZ2UgQ2xvb25leSkgaW4gY29tbWFuZCBvZiBoaXMgbGFzdCBmbGlnaHQgYmVmb3JlIHJldGlyaW5nLiBCdXQgb24gYSBzZWVtaW5nbHkgcm91dGluZSBzcGFjZXdhbGssIGRpc2FzdGVyIHN0cmlrZXMuPC9vdmVydmlldz4KICAgIDxwb3B1bGFyaXR5IHR5cGU9Im51bWJlciI

+NDcuOTA0NTMzPC9wb3B1bGFyaXR5PgogICAgPHBvc3Rlcl9fcGF0aCB0eXBlPSJzdHJpbmciPi8yZ1BqTFdJeXJXbEFuMkRnS01PS1RCblpZeU8uanBnPC9wb3N0ZXJfX3BhdGg

+ICAgICAgICAgICAgCiAgICA8cmV2ZW51ZSB0eXBlPSJudW1iZXIiPjUzNjAwMDAwMDwvcmV2ZW51ZT4KICAgIDxydW50aW1lIHR5cGU9Im51bWJlciI

+OTE8L3J1bnRpbWU+ICAgIAogICAgPHN0YXR1cyB0eXBlPSJzdHJpbmciPlJlbGVhc2VkPC9zdGF0dXM

+CiAgICA8dGFnbGluZSB0eXBlPSJzdHJpbmciPkRvbid0IExldCBHbzwvdGFnbGluZT4gICAgCiAgICA8dm90ZV9fYXZlcmFnZSB0eXBlPSJudW1iZXIiPjg8L3ZvdGVfX2F2ZXJhZ2U

+CiAgICA8dm90ZV9fY291bnQgdHlwZT0ibnVtYmVyIj43MDk8L3ZvdGVfX2NvdW50Pgo8L21vdmllPg==",

                    "responseBase64Encoded": "true"

                },

                "_embedded": {

                    "messages": [],

                    "asserts": [

                        {

                            "name": "Ensure Result Contains \"Gravity\"",

                            "actualValue": "<movie>\n    <adult type=\"boolean\">FALSE</adult>

\n    <backdrop__path type=\"string\">/hz3JfAikYXtaNWIJhWM4p5sy5OZ.jpg</backdrop__path>\n   

 <belongs__to__collection class=\"object\" null=\"true\" />\n    <budget type=\"number\">105000000</budget>\n

    <genre>DRAMA</genre>\n    <homepage type=\"string\">http://gravitymovie.warnerbros.com/</homepage>\n   

 <id type=\"number\">49047</id>    \n    <title type=\"string\">Gravity</title>\n    <overview type=\"string

\">Dr. Ryan Stone (Sandra Bullock), a brilliant medical engineer on her first Shuttle mission, with veteran

 astronaut Matt Kowalsky (George Clooney) in command of his last flight before retiring. But on a seemingly

 routine spacewalk, disaster strikes.</overview>\n    <popularity type=\"number\">47.904533</popularity>\n

    <poster__path type=\"string\">/2gPjLWIyrWlAn2DgKMOKTBnZYyO.jpg</poster__path>            \n    <revenue

 type=\"number\">536000000</revenue>\n    <runtime type=\"number\">91</runtime>    \n    <status type=\"string

\">Released</status>\n    <tagline type=\"string\">Don't Let Go</tagline>    \n    <vote__average type=

\"number\">8</vote__average>\n    <vote__count type=\"number\">709</vote__count>\n</movie>",

                            "expectation": "Looked for \"Gravity\" in result.",

                            "fired": "false",

                            "isGlobal": "false",

                            "message": "The assertion of type \"Result as String Contains Given String\"

 passed evaluation.",

                            "result": "true"

                        }

                    ],

                    "preFilters": [],

                    "postFilters": [],

                    "datasets": [],

                    "events": [],

                    "properties": [],

                    "httpDetails": []

                }

            },

            {

                "stepGUID": "TestStepID",

                "stepName": "http GET /3/movie/49163",
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                "type": "STEP",

                "errorCount": "0",

                "warningCount": "0",

                "quite": "false",

                "startTime": "2017-12-20T13:19:07-0500",

                "endedState": "PASSED",

                "stacktrace": null,

                "stepCommand": {

                    "request": "GET /3/movie/49163?api_key=cd1d7f222b868aec8b843a48baa16df119

 HTTP/1.1\nPragma: no-cache\nCache-Control: no-cache\nAccept: application/json\nlisaFrameRemoteIP:

 10.162.27.216\nlisaFrameRoot: true\nlisaFrameID: 450e8b90-e5b2-11e7-937d-020027e349ee\n\n",

                    "response":

 "PG1vdmllPgogICAgPGFkdWx0IHR5cGU9ImJvb2xlYW4iPkZBTFNFPC9hZHVsdD4KICAgIDxiYWNrZHJvcF9fcGF0aCB0eXBlPSJzdHJpbmciPi9oejNKZkFpa1lYdGFOV0lKaFdNNHA1c3k1T1ouanBnPC9iYWNrZHJvcF9fcGF0aD4KICAgIDxiZWxvbmdzX190b19fY29sbGVjdGlvbiBjbGFzcz0ib2JqZWN0IiBudWxsPSJ0cnVlIiAvPgogICAgPGJ1ZGdldCB0eXBlPSJudW1iZXIiPjEwNTAwMDAwMDwvYnVkZ2V0PgogICAgPGdlbnJlPkFDVElPTjwvZ2VucmU

+CiAgICA8aG9tZXBhZ2UgdHlwZT0ic3RyaW5nIj5tYXRyaXhtb3ZpZS5jb208L2hvbWVwYWdlPgogICAgPGlkIHR5cGU9Im51bWJlciI

+NDkxNjM8L2lkPiAgICAKICAgIDx0aXRsZSB0eXBlPSJzdHJpbmciPlRoZSBNYXRyaXg8L3RpdGxlPgogICAgPG92ZXJ2aWV3IHR5cGU9InN0cmluZyI

+QSBjb21wdXRlciBoYWNrZXIgbGVhcm5zIGZyb20gbXlzdGVyaW91cyByZWJlbHMgYWJvdXQgdGhlIHRydWUgbmF0dXJlIG9mIGhpcyByZWFsaXR5IGFuZCBoaXMgcm9sZSBpbiB0aGUgd2FyIGFnYWluc3QgaXRzIGNvbnRyb2xsZXJzLjwvb3ZlcnZpZXc

+CiAgICA8cG9wdWxhcml0eSB0eXBlPSJudW1iZXIiPjQ0PC9wb3B1bGFyaXR5PgogICAgPHBvc3Rlcl9fcGF0aCB0eXBlPSJzdHJpbmciPi8yZ1BqTFdJeXJXbEFuMkRnS01PS1RCblpZeU8uanBnPC9wb3N0ZXJfX3BhdGg

+ICAgICAgICAgICAgCiAgICA8cmV2ZW51ZSB0eXBlPSJudW1iZXIiPjQ0MDAwMDAwMDA8L3JldmVudWU

+CiAgICA8cnVudGltZSB0eXBlPSJudW1iZXIiPjEyMDwvcnVudGltZT4gICAgCiAgICA8c3RhdHVzIHR5cGU9InN0cmluZyI

+UmVsZWFzZWQ8L3N0YXR1cz4KICAgIDx0YWdsaW5lIHR5cGU9InN0cmluZyI

+VGhlIE1hdHJpeDwvdGFnbGluZT4gICAgCiAgICA8dm90ZV9fYXZlcmFnZSB0eXBlPSJudW1iZXIiPjEwPC92b3RlX19hdmVyYWdlPgogICAgPHZvdGVfX2NvdW50IHR5cGU9Im51bWJlciI

+MTAwMDwvdm90ZV9fY291bnQ+CjwvbW92aWU+",

                    "responseBase64Encoded": "true"

                },

                "_embedded": {

                    "messages": [],

                    "asserts": [

                        {

                            "name": "Ensure Result Contains \"The Matrix\"",

                            "actualValue": "<movie>\n    <adult type=\"boolean\">FALSE</adult>

\n    <backdrop__path type=\"string\">/hz3JfAikYXtaNWIJhWM4p5sy5OZ.jpg</backdrop__path>\n   

 <belongs__to__collection class=\"object\" null=\"true\" />\n    <budget type=\"number\">105000000</budget>

\n    <genre>ACTION</genre>\n    <homepage type=\"string\">matrixmovie.com</homepage>\n    <id type=\"number

\">49163</id>    \n    <title type=\"string\">The Matrix</title>\n    <overview type=\"string\">A computer

 hacker learns from mysterious rebels about the true nature of his reality and his role in the war against

 its controllers.</overview>\n    <popularity type=\"number\">44</popularity>\n    <poster__path type=\"string

\">/2gPjLWIyrWlAn2DgKMOKTBnZYyO.jpg</poster__path>            \n    <revenue type=\"number\">4400000000</

revenue>\n    <runtime type=\"number\">120</runtime>    \n    <status type=\"string\">Released</status>\n   

 <tagline type=\"string\">The Matrix</tagline>    \n    <vote__average type=\"number\">10</vote__average>\n   

 <vote__count type=\"number\">1000</vote__count>\n</movie>",

                            "expectation": "Looked for \"The Matrix\" in result.",

                            "fired": "false",

                            "isGlobal": "false",

                            "message": "The assertion of type \"Result as String Contains Given String\"

 passed evaluation.",

                            "result": "true"

                        }

                    ],

                    "preFilters": [],

                    "postFilters": [],

                    "datasets": [],

                    "events": [],

                    "properties": [],
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                    "httpDetails": []

                }

            },

            {

                "stepGUID": "TestStepID",

                "stepName": "http GET /3/movie/49381",

                "type": "STEP",

                "errorCount": "0",

                "warningCount": "0",

                "quite": "false",

                "startTime": "2017-12-20T13:19:08-0500",

                "endedState": "PASSED",

                "stacktrace": null,

                "stepCommand": {

                    "request": "GET /3/movie/49381?api_key=cd1d7f222b868aec8b843a48baa16df337

 HTTP/1.1\nPragma: no-cache\nCache-Control: no-cache\nAccept: application/json\nlisaFrameRemoteIP:

 10.162.27.216\nlisaFrameRoot: true\nlisaFrameID: 45b7eaf0-e5b2-11e7-937d-020027e349ee\n\n",

                    "response":

 "PG1vdmllPgogICAgPGFkdWx0IHR5cGU9ImJvb2xlYW4iPkZBTFNFPC9hZHVsdD4KICAgIDxiYWNrZHJvcF9fcGF0aCB0eXBlPSJzdHJpbmciPi9oejNKZkFpa1lYdGFOV0lKaFdNNHA1c3k1T1ouanBnPC9iYWNrZHJvcF9fcGF0aD4KICAgIDxiZWxvbmdzX190b19fY29sbGVjdGlvbiBjbGFzcz0ib2JqZWN0IiBudWxsPSJ0cnVlIiAvPgogICAgPGJ1ZGdldCB0eXBlPSJudW1iZXIiPjEwNTAwMDAwMDwvYnVkZ2V0PgogICAgPGdlbnJlPkZPUkVJR048L2dlbnJlPgogICAgPGhvbWVwYWdlIHR5cGU9InN0cmluZyI

+c2V2ZW5zYW11cmFpbW92aWUuY29tPC9ob21lcGFnZT4KICAgIDxpZCB0eXBlPSJudW1iZXIiPjQ5MzgxPC9pZD4gICAgCiAgICA8dGl0bGUgdHlwZT0ic3RyaW5nIj5TZXZlbiBTYW11cmFpPC90aXRsZT4KICAgIDxvdmVydmlldyB0eXBlPSJzdHJpbmciPkEgcG9vciB2aWxsYWdlIHVuZGVyIGF0dGFjayBieSBiYW5kaXRzIHJlY3J1aXRzIHNldmVuIHVuZW1wbG95ZWQgc2FtdXJhaSB0byBoZWxwIHRoZW0gZGVmZW5kIHRoZW1zZWx2ZXMuPC9vdmVydmlldz4KICAgIDxwb3B1bGFyaXR5IHR5cGU9Im51bWJlciI

+NTA8L3BvcHVsYXJpdHk+CiAgICA8cG9zdGVyX19wYXRoIHR5cGU9InN0cmluZyI

+LzJnUGpMV0l5cldsQW4yRGdLTU9LVEJuWll5Ty5qcGc8L3Bvc3Rlcl9fcGF0aD4gICAgICAgICAgICAKICAgIDxyZXZlbnVlIHR5cGU9Im51bWJlciI

+MzM2MDAwMDwvcmV2ZW51ZT4KICAgIDxydW50aW1lIHR5cGU9Im51bWJlciI+OTk8L3J1bnRpbWU

+ICAgIAogICAgPHN0YXR1cyB0eXBlPSJzdHJpbmciPlJlbGVhc2VkPC9zdGF0dXM

+CiAgICA8dGFnbGluZSB0eXBlPSJzdHJpbmciPlNldmVuIFNhbXVyYWk8L3RhZ2xpbmU

+ICAgIAogICAgPHZvdGVfX2F2ZXJhZ2UgdHlwZT0ibnVtYmVyIj45PC92b3RlX19hdmVyYWdlPgogICAgPHZvdGVfX2NvdW50IHR5cGU9Im51bWJlciI

+ODAwPC92b3RlX19jb3VudD4KPC9tb3ZpZT4=",

                    "responseBase64Encoded": "true"

                },

                "_embedded": {

                    "messages": [],

                    "asserts": [

                        {

                            "name": "Ensure Result Contains \"Seven Samurai\"",

                            "actualValue": "<movie>\n    <adult type=\"boolean\">FALSE</adult>

\n    <backdrop__path type=\"string\">/hz3JfAikYXtaNWIJhWM4p5sy5OZ.jpg</backdrop__path>\n   

 <belongs__to__collection class=\"object\" null=\"true\" />\n    <budget type=\"number\">105000000</budget>

\n    <genre>FOREIGN</genre>\n    <homepage type=\"string\">sevensamuraimovie.com</homepage>\n    <id

 type=\"number\">49381</id>    \n    <title type=\"string\">Seven Samurai</title>\n    <overview type=

\"string\">A poor village under attack by bandits recruits seven unemployed samurai to help them defend

 themselves.</overview>\n    <popularity type=\"number\">50</popularity>\n    <poster__path type=\"string

\">/2gPjLWIyrWlAn2DgKMOKTBnZYyO.jpg</poster__path>            \n    <revenue type=\"number\">3360000</revenue>

\n    <runtime type=\"number\">99</runtime>    \n    <status type=\"string\">Released</status>\n    <tagline

 type=\"string\">Seven Samurai</tagline>    \n    <vote__average type=\"number\">9</vote__average>\n   

 <vote__count type=\"number\">800</vote__count>\n</movie>",

                            "expectation": "Looked for \"Seven Samurai\" in result.",

                            "fired": "false",

                            "isGlobal": "false",

                            "message": "The assertion of type \"Result as String Contains Given String\"

 passed evaluation.",

                            "result": "true"

                        }

                    ],
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                    "preFilters": [],

                    "postFilters": [],

                    "datasets": [],

                    "events": [],

                    "properties": [],

                    "httpDetails": []

                }

            },

            {

                "stepGUID": "TestStepID",

                "stepName": "GET empty column value",

                "type": "STEP",

                "errorCount": "0",

                "warningCount": "0",

                "quite": "false",

                "startTime": "2017-12-20T13:19:09-0500",

                "endedState": "PASSED",

                "stacktrace": null,

                "stepCommand": {

                    "request": "GET /3/movie/49382?api_key=cd1d7f222b868aec8b843a48baa16df337

 HTTP/1.1\nPragma: no-cache\nCache-Control: no-cache\nAccept: application/json\nlisaFrameRemoteIP:

 10.162.27.216\nlisaFrameRoot: true\nlisaFrameID: 46444c70-e5b2-11e7-937d-020027e349ee\n\n",

                    "response":

 "PG1vdmllPgogICAgPGFkdWx0IHR5cGU9ImJvb2xlYW4iPkZBTFNFPC9hZHVsdD4KICAgIDxiYWNrZHJvcF9fcGF0aCB0eXBlPSJzdHJpbmciPi9oejNKZkFpa1lYdGFOV0lKaFdNNHA1c3k1T1ouanBnPC9iYWNrZHJvcF9fcGF0aD4KICAgIDxiZWxvbmdzX190b19fY29sbGVjdGlvbiBjbGFzcz0ib2JqZWN0IiBudWxsPSJ0cnVlIiAvPgogICAgPGJ1ZGdldCB0eXBlPSJudW1iZXIiPjEwNTAwMDAwMDwvYnVkZ2V0PgogICAgPGdlbnJlPjwvZ2VucmU

+CiAgICA8aG9tZXBhZ2UgdHlwZT0ic3RyaW5nIj5Vc3VhbCBTdXNwZWN0czwvaG9tZXBhZ2U

+CiAgICA8aWQgdHlwZT0ibnVtYmVyIj40OTM4MjwvaWQ+ICAgIAogICAgPHRpdGxlIHR5cGU9InN0cmluZyI

+VXN1YWwgU3VzcGVjdHM8L3RpdGxlPgogICAgPG92ZXJ2aWV3IHR5cGU9InN0cmluZyI

+Q3JpbWUgbW92aWU8L292ZXJ2aWV3PgogICAgPHBvcHVsYXJpdHkgdHlwZT0ibnVtYmVyIj41MDwvcG9wdWxhcml0eT4KICAgIDxwb3N0ZXJfX3BhdGggdHlwZT0ic3RyaW5nIj4vMmdQakxXSXlyV2xBbjJEZ0tNT0tUQm5aWXlPLmpwZzwvcG9zdGVyX19wYXRoPiAgICAgICAgICAgIAogICAgPHJldmVudWUgdHlwZT0ibnVtYmVyIj4zMzYwMDAwPC9yZXZlbnVlPgogICAgPHJ1bnRpbWUgdHlwZT0ibnVtYmVyIj45OTwvcnVudGltZT4gICAgCiAgICA8c3RhdHVzIHR5cGU9InN0cmluZyI

+UmVsZWFzZWQ8L3N0YXR1cz4KICAgIDx0YWdsaW5lIHR5cGU9InN0cmluZyI+VXN1YWwgU3VzcGVjdHM8L3RhZ2xpbmU

+ICAgIAogICAgPHZvdGVfX2F2ZXJhZ2UgdHlwZT0ibnVtYmVyIj4xMDwvdm90ZV9fYXZlcmFnZT4KICAgIDx2b3RlX19jb3VudCB0eXBlPSJudW1iZXIiPjEwMDA8L3ZvdGVfX2NvdW50Pgo8L21vdmllPg==",

                    "responseBase64Encoded": "true"

                },

                "_embedded": {

                    "messages": [],

                    "asserts": [

                        {

                            "name": "Ensure Result Contains empty genre tag",

                            "actualValue": "<movie>\n    <adult type=\"boolean\">FALSE</adult>

\n    <backdrop__path type=\"string\">/hz3JfAikYXtaNWIJhWM4p5sy5OZ.jpg</backdrop__path>\n   

 <belongs__to__collection class=\"object\" null=\"true\" />\n    <budget type=\"number\">105000000</

budget>\n    <genre></genre>\n    <homepage type=\"string\">Usual Suspects</homepage>\n    <id type=

\"number\">49382</id>    \n    <title type=\"string\">Usual Suspects</title>\n    <overview type=\"string

\">Crime movie</overview>\n    <popularity type=\"number\">50</popularity>\n    <poster__path type=\"string

\">/2gPjLWIyrWlAn2DgKMOKTBnZYyO.jpg</poster__path>            \n    <revenue type=\"number\">3360000</revenue>

\n    <runtime type=\"number\">99</runtime>    \n    <status type=\"string\">Released</status>\n    <tagline

 type=\"string\">Usual Suspects</tagline>    \n    <vote__average type=\"number\">10</vote__average>\n   

 <vote__count type=\"number\">1000</vote__count>\n</movie>",

                            "expectation": "Looked for \"<genre></genre>\" in result.",

                            "fired": "false",

                            "isGlobal": "false",

                            "message": "The assertion of type \"Result as String Contains Given String\"

 passed evaluation.",

                            "result": "true"
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                        }

                    ],

                    "preFilters": [],

                    "postFilters": [],

                    "datasets": [],

                    "events": [],

                    "properties": [],

                    "httpDetails": []

                }

            },

            {

                "stepGUID": "TestStepID",

                "stepName": "http GET /3/movie/notfound",

                "type": "STEP",

                "errorCount": "0",

                "warningCount": "0",

                "quite": "false",

                "startTime": "2017-12-20T13:19:10-0500",

                "endedState": "PASSED",

                "stacktrace": null,

                "stepCommand": {

                    "request": "GET /3/movie/notfound?api_key=cd1d7f222b868aec8b843a48baa16df337

 HTTP/1.1\nPragma: no-cache\nCache-Control: no-cache\nAccept: application/json\nlisaFrameRemoteIP:

 10.162.27.216\nlisaFrameRoot: true\nlisaFrameID: 46ad4770-e5b2-11e7-937d-020027e349ee\n\n",

                    "response": "PGh0bWw+CiAgICA8aGVhZD48dGl0bGU+NDA0IE5vdCBGb3VuZDwvdGl0bGU

+PC9oZWFkPgogICAgPGJvZHk+CiAgICAgICAgPGgxPk5vdCBGb3VuZDwvaDE+CiAgICAgICAgPHA

+VGhlIHJlcXVlc3RlZCBVUkwgd2FzIG5vdCBmb3VuZCBvbiB0aGlzIHNlcnZlci48L3A

+CiAgICAgICAgPGhyLz4KICAgICAgICA8cD48aT5UaGUgTElTQSBWU0Ugc2VydmljZSBjb3VsZCBub3QgbWF0Y2ggeW91ciByZXF1ZXN0IHRvIGEgcmVjb3JkZWQgcmVxdWVzdC4mbmJzcDsgQ29uc2lkZXIgZXhwYW5kaW5nIHlvdXIgc2VydmljZSBpbWFnZS48L2k

+PC9wPgogICAgICAgIDxici8+PGZvbnQgc2l6ZT0iLTIiPlByb2R1Y2VkIGJ5IGEgTElTQSB2aXJ0dWFsaXplZCB3ZWIgc2VydmVyLjwvZm9udD4KICAgIDwvYm9keT4KPC9odG1sPgo=",

                    "responseBase64Encoded": "true"

                },

                "_embedded": {

                    "messages": [],

                    "asserts": [

                        {

                            "name": "Ensure Result Contains \"404 Not Found\"",

                            "actualValue": "<html>\n    <head><title>404 Not Found</title></head>\n    <body>

\n        <h1>Not Found</h1>\n        <p>The requested URL was not found on this server.</p>\n        <hr/>\n 

       <p><i>The LISA VSE service could not match your request to a recorded request.  Consider expanding your

 service image.</i></p>\n        <br/><font size=\"-2\">Produced by a LISA virtualized web server.</font>\n  

  </body>\n</html>\n",

                            "expectation": "Looked for \"404 Not Found\" in result.",

                            "fired": "false",

                            "isGlobal": "false",

                            "message": "The assertion of type \"Result as String Contains Given String\"

 passed evaluation.",

                            "result": "true"

                        }

                    ],

                    "preFilters": [],

                    "postFilters": [],

                    "datasets": [],

                    "events": [],
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                    "properties": [],

                    "httpDetails": []

                }

            }

        ],

        "preCompanions": [],

        "postCompanions": [],

        "messages": []

    }

}

 

次の URL に GET リクエストを実行します。http://{{LISA_TEST_INVOKE_HOST}}:
{{LISA_TEST_INVOKE_PORT}}/lisa-test-invoke/api/v1/suites/reports/summary ?
startTime=2017-12-20T00:00:00.000-05:00&endTime=2017-12-20T16:33:00.000-05:00

startTime と endTime の値はオプションです。値がある場合は、値は ISO 8601 形式（例：
2014-10-22T16:33:00.000-05:00）に準拠している必要があります。

応答:

{

  "_links": {

    "self": {

      "href": "http://localhost:1505/lisa-test-invoke/api/v1/suites/reports/summary"

    }

  },

  "passCount": 5,

  "failCount": 0,

  "warningCount": 0,

  "abortCount": 4,

  "errorCount": 40,

  "runningCount": 0

}

REST 呼び出し API
REST 呼び出し API では、 タスクを実行するために REST アーキテクチャ スタイルを使用できます。

API は以下のカテゴリに分類されます。

• コーディネータ サーバ
• シミュレータ サーバ
• VSE サーバ

完全な API ドキュメントはここから入手できます。API ドキュメントには、さまざまな RESTful サービスと対話する方
法の詳細が記載されています。

NOTE
API ドキュメントにアクセスするには、Google Chrome または Mozilla Firefox を使用する必要があります。

Web インターフェースからの REST 呼び出し API の確認

DevTest Solutions には、REST 呼び出し API の確認に使用できるシンプルな Web インターフェースが含まれています。
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NOTE
Web インターフェースにアクセスするには、Google Chrome、Internet Explorer、または Mozilla Firefox を使
用する必要があります。

デフォルトでは、Web インターフェースは URL に localhost を使用します。localhost 以外から Web インターフェー
スにアクセスするには、local.properties ファイルに以下のプロパティを設定します。

 lisa.invoke2.swagger.basepath=http://<public_hostname_or_ip_address>:1505/api/Dcm
 

グループ タグを必須化するには、site.properties でプロパティ devtest.groupTag.mandatory を true に設定します。

DCM API http://<host>:1505/api/Dcm/VSEs/VSE/actions/deployMar を使用します。既存の仮想サービス MAR ファイルを
ファイル パラメータとして選択します。グループ タグの値がフォーム パラメータで指定されていない場合、または特定
の MAR の作成中に、以下のエラー メッセージが表示されます。

400 ####################################

<Id>1003</Id>

<Message>####### ## ####### #### ###########</Message>

<AdditionalInformation> java.lang.IllegalArgumentException# ####### ## ####### #### #########
##com.itko.lisa.invoke.resource.VseResource.deployService(VseResource.java:1077)

以下の手順に従います。

1. レジストリが実行されていることを確認します。
2. サポートされているブラウザで http://localhost:1505/api/swagger/ を入力します。レジストリがリモート コン
ピュータ上にある場合は、localhost をそのコンピュータの名前または IP アドレスに置き換えます。
Web インターフェースが表示されます。

3. カテゴリの［Show/Hide］をクリックします。
4. API のパスの 1 つをクリックします。
5. ［Response Content Type］フィールドを使用して、応答が XML 形式か、または JSON 形式かを指定します。
6. ［Parameters］セクションが表示される場合は、各パラメータに必要な値を入力します。
7. ［Try it out!］をクリックします。
要求 URL および応答が表示されます。

REST 呼び出し API を使用した実行モードの変更

REST 呼び出し API を使用すると、仮想サービスの実行モードを変更できます。

以下の手順では、Postman REST クライアントを使用していることを前提としています。

まず最初に、GET /VSEs/{serviceName}/{virtualServiceName} API を使用して、変更する仮想サービスに関する情報を
取得します。この API にはボディは不要です。

以下の例では、サービス名は VSE で、仮想サービス名は proxy です。

GET http://localhost:1505/api/Dcm/VSEs/VSE/proxy 

応答には、実行モードの現在の値が含まれています。

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

<VirtualService 

    xmlns="http://www.ca.com/lisa/invoke/v2.0" name="proxy" 

    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ca.com/

lisa/invoke/v2.0 VirtualService.xsd" href="http://localhost:1505/api/Dcm/VSEs/VSE/magical"

 type="application/vnd.ca.lisaInvoke.virtualService+xml">

    ...
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    <ExecutionMode>Most Efficient</ExecutionMode>

    ...

</VirtualService>

HTTP メソッドを PUT に変更します。

要求に以下の値を持つ Content-Type ヘッダが含まれていることを確認します。

application/vnd.ca.lisaInvoke.virtualService+xml

要求のボディについては、前の応答からの XML ヘッダを使用します。新しい値で実行モードのエレメントを追加しま
す。

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

<VirtualService 

    xmlns="http://www.ca.com/lisa/invoke/v2.0" name="magical" 

    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ca.com/

lisa/invoke/v2.0 VirtualService.xsd" href="http://localhost:1505/api/Dcm/VSEs/VSE/magical"

 type="application/vnd.ca.lisaInvoke.virtualService+xml">

    <ExecutionMode>Transaction Tracking</ExecutionMode>

</VirtualService>

要求をサブミットすると、応答には、実行モードの新しい値が含まれます。

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

<VirtualService 

    xmlns="http://www.ca.com/lisa/invoke/v2.0" name="proxy" 

    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ca.com/

lisa/invoke/v2.0 VirtualService.xsd" href="http://localhost:1505/api/Dcm/VSEs/VSE/magical"

 type="application/vnd.ca.lisaInvoke.virtualService+xml">

    ...

    <ExecutionMode>Transaction Tracking</ExecutionMode>

    ...

</VirtualService>

REST 呼び出し API を使用した要求/応答ペアからの仮想サービスの作成

REST 呼び出し API を使用して、要求/応答ペアの入力 ZIP ファイルに基づいて仮想サービスを作成することができま
す。

createService コール用のエンドポイントを以下に示します。

 POST http://[host]:[port]/api/Dcm/VSEs/[serviceName]/actions/createService
 

有効なパスおよびフォームのパラメータの詳細については、createService コールのドキュメントを参照してください。

要求/応答ペア

仮想サービスの作成に使用される ZIP ファイルには、1 つまたは複数の要求/応答ペア（R/R ペアとも呼ばれます）を
含める必要があります。これらの R/R ペアは、ZIP ファイルのルートまたはサブディレクトリのいずれかに配置できま
す。

要求/応答ペア用のファイルには、一意の識別子で名前を付ける必要があり、続いて要求側に「-req」、応答側に「-rsp」
を追加し、拡張子は .xml または .txt になります。たとえば、addUserObject-req.xml および addUserObject-rsp.xml
などです。
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NOTE
単一の要求に複数の応答が存在する場合があります。以下のファイル セットは、1 つの要求を 3 つの応答で作
成します。

• addUserObject-req.xml
• addUserObject-rsp1.xml
• addUserObject-rsp2.xml
• addUserObject-rsp3.xml

仮想サービスを作成および展開する方法の設定

要求/応答ペアから仮想サービスを作成する場合は、以下を前提としています。

• 仮想サービスの名前は、"AutoGenService-" プレフィックスで生成され、GUID が続きます。
• 要求/応答ペアをインポートするため、HTTP プロトコル ハンドラを使用して仮想サービスが作成されます。
• 各要求/応答ペアは、テキストとして扱われます。
• 仮想サービスは、VSE サーバが割り当てる使用可能なランダムのポートでリスンします
• サービスのベース パスは "/" に設定されます

serviceProperties.xml ファイルの使用

要求/応答ペアから仮想サービスを作成する方法を設定するには、serviceProperties.xml ファイルを使用して、仮想サー
ビスの名前を定義し、要求/応答ペアをインポートするプロトコル ハンドラを設定します。serviceProperties.xml ファ
イルは、ZIP ファイルのルートに存在する必要があります。

ポート 10999 でリスンし、ベース パスが "/" に設定された "TestServiceFromRRPairs" という名前の HTTP 仮想サービス
を作成する serviceProperties.xml ファイルの例を以下に示します。

 <?xml version="1.0" ?>
 <recording>
     <name>TestServiceFromRRPairs</name>
     <binary>false</binary>
     <group></group>
     <protocol>
         <class>com.itko.lisa.vse.stateful.protocol.http.HttpProtocolHandler</class>
         <config>
             <listenPort>10999</listenPort>
             <ssl toClient="false"></ssl>
             <keystoreFile></keystoreFile>
             <keystorePW></keystorePW>
             <basePath>/</basePath>
             <needSeparateBind>false</needSeparateBind>
         </config>
     </protocol>
 </recording>
 

serviceProperties.xml の構造

• recording
serviceProperties.xml ファイルのルート エレメント

• 名前
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作成する仮想サービスの名前。デフォルトの名前は、"AutoGenService-" プレフィックスで生成され、GUID が続きま
す。同じ名前の仮想サービスがすでに存在する場合は、新しく作成されたサービスで置き換えられます。

• binary
R/R ペアのインポートが、バイナリ データを含むものとしてトランザクションを扱うべきかどうかの指定。
デフォルト： false
– グループ
作成されたサービスに付けられるグループ タグ。
デフォルト： グループ タグなし

– プロトコル
使用されるプロトコルを定義します
• class
要求/応答ペアをインポートするときにトランスポート プロトコル ハンドラとして使用する完全修飾クラス。
デフォルト： com.itko.lisa.vse.stateful.protocol.http.HttpProtocolHandler

• config
トランスポート プロトコル ハンドラが設定される方法を定義します。
• listenPort
仮想サービスがリスンするポート。
デフォルト： VSE サーバが割り当てる使用可能なランダム ポート

• ssl
仮想サービスが SSL を使用してリスンするかどうかの指定。SSL を使用するには、このエレメントの
toClient 属性を true に設定します。

• keystoreFile
SSL が有効な場合に仮想サービスがその証明書を提供するために使用するキーストア ファイル
SSL が有効でない場合、この値は無視されます。
SSL が有効になっており、このエレメントが指定されていない場合、VSE では ssl.server.cert.path プロパ
ティを使用して、使用するキーストア ファイルを特定します。

• keystorePW
SSL が有効な場合に仮想サービスがその証明書を提供するために使用するキーストアのパスワード
SSL が有効でない場合、この値は無視されます
SSL が有効になっており、このエレメントが指定されていない場合、VSE では ssl.server.cert.pass プロパ
ティを使用して、キーストア ファイルで使用されるパスワードを特定します。

• basePath
作成されたサービスが展開されるベース パス。
デフォルト： /

• needSeparateBind
別のバインド フェーズが必要かどうかの指定。
デフォルト： false

HTTP 仮想サービス（SSL なし）を作成するための serviceProperties.xml ファイルのサンプル

ポート 10999 でリスンし、ベース パスが "/" に設定された "TestServiceFromRRPairs" という名前の HTTP 仮想サービス
を作成する serviceProperties.xml ファイルの例を以下に示します。デフォルトを使用するために他のエレメントは省略
されていることに注意してください。

 <?xml version="1.0" ?>
 <recording>
     <name>TestServiceFromRRPairs</name>
     <protocol>
         <config>
             <listenPort>10999</listenPort>
             <basePath>/</basePath>
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         </config>
     </protocol>
 </recording>
 

仮想レコーディング セッション（VRS）ファイル

serviceProperties.xml 設定だけでなく、仮想レコーディング セッション（VRS）ファイルを含めることにより、要求/応
答ペアをインポートするときに使用するプロトコル ハンドラを設定できます。このファイルの拡張子は .vrs である必要
があります。VRS ファイルおよび要求/応答ペアなどの他の情報が含まれる zip ファイルを作成する場合、zip ファイルの
ルート フォルダに VRS ファイルに配置する必要があります。

serviceProperties.xml ファイルに <protocol> エレメントが含まれている場合、これが使用され、VRS ファイルは無視
されます。<protocol> エレメントが含まれない場合、VRS ファイルがプロトコル ハンドラの設定に使用されます。

LISA Invoke API
Invoke は、URL を利用した以下のタスクの実行を可能にする、REST に類似した Web アプリケーションです。

• テスト ケースの実行
• スイートの実行
• モデル アーカイブ（MAR）の実行

これらのタスクを同期または非同期で実行できます。

lisa.properties ファイルには、 Invoke の以下の設定プロパティが含まれます。

 lisa.portal.invoke.base.url=/lisa-invoke
 lisa.portal.invoke.report.url=/reports
 lisa.portal.invoke.server.report.directory={{lisa.tmpdir}}
{{lisa.portal.invoke.report.url}}
 lisa.portal.invoke.test.root={{LISA_HOME}}
 

local.properties ファイルのこれらのプロパティは上書きできます。

Invoke ホーム ページを表示するには、http://hostname:1505/lisa-invoke/ にアクセスします。ここでの hostname は、レ
ジストリが実行されているコンピュータです。

LISA Invoke によるテスト ケースの実行

Invoke を使用してテスト ケースを実行する構文は以下のとおりです。

 /lisa-invoke/runTest?
testCasePath=testCasePath&stagingDocPath=stagingDocPath&[configPath=configPath]&[async=true]&[coordName=csName]&[-
D<CustomTag>=x]
 

パラメータは以下のとおりです。

• testCasePath
呼び出すテスト ケースのパス。

• stagingDocPath
ステージング ドキュメントのパス。指定しない場合は、デフォルトのステージング ドキュメントが作成されます。

• configPath
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設定のパス。指定しない場合は、プロジェクト用の project.config ファイルが使用されます。
• async

true の場合、応答にはコールバック キーが含まれます。指定しない場合、このパラメータは false に設定されます。
• coordName
コーディネータのパス。指定しない場合は、デフォルトのコーディネータ名が使用されます。

• -D<CustomTag>
任意のカスタム タグを任意の値に定義します。以下に例を示します。
 &[-DVersion=1.5.3]
 

NOTE

以下の例を実行するには、lisa.properties 内の lisa.portal.invoke.test.root プロパティのコメントを解除する
か、local.properties でそれを設定する必要があります。値は、テストまたはスイートが配置されているプロ
ジェクトを検索するために必要なベース パスである必要があります。この例では、そのプロジェクト内のテス
トおよびスイートのサンプル ディレクトリになるため、Lisa_Home ディレクトリ（ がインストールされてい
る）が必要です。

例： 同期呼び出し

以下の URL では、examples プロジェクトの AccountControlMDB テスト ケースの同期呼び出しを実行します。

 http://localhost:1505/lisa-invoke/runTest?testCasePath=examples/Tests/
AccountControlMDB.tst&stagingDocPath=examples/StagingDocs/1user1cycle0think.stg
 

以下の XML 応答は、テスト ケースが成功したことを示しています。

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <invokeResult>
   <method name="RunTest">
     <params>
       <param name="stagingDocPath" value="examples/StagingDocs/1user1cycle0think.stg" /
>
       <param name="coordName" value="Coordinator" />
       <param name="configPath" value="" />
       <param name="testCasePath" value="examples/Tests/AccountControlMDB.tst" />
       <param name="callbackKey" value="64343533653737312D343765312D3439" />
     </params>
   </method>
   <status>OK</status>
   <result>
     <status>ENDED</status>
     <reportUrl><![CDATA[http://localhost:1505/index.html?lisaPortal=reporting/
printPreview_functional.html#Idstr=61653261643936342D613636392D3435&curtstr=T]] </
reportUrl>
     <runId>61653261643936342D613636392D3435</runId>
     <pass count="1" />
     <fail count="0" />
     <warning count="0" />
     <error count="0" />
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     <message>AccountControlMDB,Run1User1Cycle0Think</message>
   </result>
 </invokeResult>
 

例： 非同期呼び出し

以下の URL では、examples プロジェクトの AccountControlMDB テスト ケースの非同期呼び出しを実行します。

 http://localhost:1505/lisa-invoke/runTest?testCasePath=examples/Tests/
AccountControlMDB.tst&stagingDocPath=examples/
StagingDocs/1user1cycle0think.stg&async=true
 

以下の XML 応答は、結果エレメント内のコールバック キーを示しています。

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <invokeResult>
   <method name="RunTest">
     <params>
       <param name="stagingDocPath" value="examples/StagingDocs/1user1cycle0think.stg" /
>
       <param name="coordName" value="" />
       <param name="configPath" value="" />
       <param name="testCasePath" value="examples/Tests/AccountControlMDB.tst" />
       <param name="callbackKey" value="61663038653562382D663566372D3432" />
       <param name="async" value="true" />
     </params>
   </method>
   <status>OK</status>
   <result>
     <callbackKey>61663038653562382D663566372D3432</callbackKey>
     <message>The LISA test 'examples/Tests/AccountControlMDB.tst' was launched
 asynchronously at Mon Mar 26 16:05:39 PDT 2012.</message>
   </result>
 </invokeResult>
 

LISA Invoke によるテスト スイートの実行

Invoke を使用してテスト スイートを実行する構文は以下のとおりです。

 /lisa-invoke/runSuite?suitePath=suitePath&[configPath=configPath]&[async=true]&[-
D<CustomTag>=x]
 

パラメータは以下のとおりです。

• suitePath
呼び出すスイートのパス。

• configPath
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設定のパス。
• async

true の場合、応答にはコールバック キーが含まれます。指定しない場合、このパラメータは false に設定されます。
• -D<CustomTag>
任意のカスタム タグを任意の値に定義します。以下に例を示します。
 &[-DVersion=1.5.3]
 

LISA Invoke によるモデル アーカイブの実行

Invoke を使用してモデル アーカイブ（MAR）を実行する構文は以下のとおりです。

 /lisa-invoke/runMar?marOrMariPath=[marOrMariPath]&[async=true]&[-D<CustomTag>=x]
 

パラメータは以下のとおりです。

• marOrMariPath
呼び出す MAR または MAR 情報ファイルのパス。

• async
true の場合、応答にはコールバック キーが含まれます。指定しない場合、このパラメータは false に設定されます。

• -D<CustomTag>
任意のカスタム タグを任意の値に定義します。以下に例を示します。
 &[-DVersion=1.5.3]
 

LISA Invoke によるコールバック サービスの呼び出し

Invoke でコールバック サービスを使用するには、テスト ケースまたはスイートの非同期呼び出しを実行しておく必要
があります。XML 応答には、コールバック キーが含まれています。

コールバック サービスを呼び出すための構文は以下のとおりです。

 /lisa-invoke/callback?
testOrSuitePath=[testOrSuitePath]&callbackKey=[callbackKey]&command=[status|kill|stop] 
 

パラメータは以下のとおりです。

• testOrSuitePath
テスト ケースまたはスイートのパス。

• callbackKey
非同期呼び出しに対する応答に含まれていたコールバック キー。

• command
実行するアクション： status、kill、または stop。

LISA Invoke の応答

このセクションでは、 Invoke から返される XML ドキュメントに表示されるエレメントについて説明します。

method エレメントは、どのタイプの実行が行われたかを示します。

status エレメントには、実行のステータス（OK または ERROR）が含まれます。

result エレメントには、以下の子エレメントが 1 つ以上含まれます。

• ステータス
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テスト ケースのステータス（RUNNING または ENDED）。
• reportURL
レポート コンソール内のレポートの URL。

• runId
実行の一意の識別子。

• pass
成功したテストの数。

• 失敗
失敗したテストの数。

• warning
警告が発生したテストの数。

• error
エラーが発生したテストの数。

• message
実行のタイプに固有の情報。

• tc
スイートに含まれているテスト ケースの名前。

• callbackKey
テスト ケースまたはスイートに対して追加アクションを実行するために使用できる文字列。

SDK の使用
DevTest Solutions では、アプリケーション機能の多くをカスタマイズできます。このセクションでは、ソフトウェア開
発キット（SDK）を介して DevTest 機能を拡張する方法について説明します。

例および API ドキュメント

次のファイルには、このガイドで参照されている例が含まれています。Examples.zip

SDK JavaDocs ファイルには API ドキュメントが含まれます。SDK JavaDocs は、インストール ディレクトリの docs
フォルダで利用可能です。

統合 API

では統合 Application Programmer Interface （API）が提供され、これによって Java ベースのサーバ側コンポーネント内
部でのテスト実行の管理が可能になります。このセクションでは、統合 API の中核となる基本コンセプトについて説明
します。

統合 API の概念

DevTest Solutions は、サーバ側コンポーネントをテストするための強力なフレームワークを提供します。ただし、テス
トが失敗した場合、このフレームワークでは、テストが失敗した理由に関する情報がほとんど提供されません。テスト中
のコンポーネントは、多くの場合、テスト担当者が関心を持つような情報を計算しますが、この情報を取得することは困
難です。

統合 API は、サーバ側コンポーネントから情報を取得するためのいくつかの要素を提供します。これらの要素には、以
下のものが含まれます。
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• インテグレータ： 実行中のテストとの通信を調整する、アプリケーション固有の Java クラスです。たとえば、EJB
インテグレータは、統合がオンになっているかどうかを EJB コンポーネントに通知します。インテグレータの詳細に
ついては、「コンポーネントの統合」を参照してください。

• TransInfo クラス： Transaction Information（トランザクション情報）の省略形です。統合されたコンポーネントは、
このクラスを使用して、テストの失敗や成功などのテスト イベントを示します。TransInfo クラスの使用方法の詳細
については、「コンポーネントの統合」を参照してください。

• HasLisaIntegrator インターフェース： Java ベースのインテグレータを使用して統合されるメソッドによって返され
るオブジェクト タイプによって実装されます。これらのオブジェクト タイプは、実行されているテストに対して、コ
ンポーネントのテスト中にテストがどのように変化したかについて、実行されているテストが必要とする情報をテス
トに提供します。HasLisaIntegrator インターフェースの実装の詳細については、「応答オブジェクトの作成」を参照
してください。

• 統合フィルタ： アプリケーション固有  フィルタであり、統合コンポーネントとの通信をコーディネートします。た
とえば、サーブレット フィルタは、サーブレット コンポーネントの統合サポートを有効にして、サーブレットが特定
の値を返す場合に実行するノードを指定します。統合フィルタの詳細については、「統合されたコンポーネントのテ
スト」を参照してください。

• 統合アサーション： 統合されたサーバ側コンポーネントが提供する追加の情報を利用する特別なアサーション要素で
す。たとえば、「インテグレータ応答の確認」アサーションは、統合されたコンポーネントから報告されるビルド ス
テータスに基づいて次のテスト ステップを設定することができます。統合アサーションの詳細については、「統合さ
れたコンポーネントのテスト」を参照してください。

統合フロー

統合フローには、以下の手順が含まれます。

1. テスト ケース開発者は、アプリケーション固有の統合フィルタをテスト ケースに追加します。テストが実行される
場合、フィルタは、示されたアプリケーションのタイプの統合サポートを有効にします。たとえば、テスト ケース開
発者は、統合サーブレットをテストするサーブレット フィルタを追加します。

2. サーバが呼び出される場合、テストが有効になっているサーバ コンポーネントは、アプリケーション固有のインテグ
レータ クラスと TransInfo クラスを使用して、実行中のテスト ケースとの通信を確立します。たとえば、サーブレッ
トは、何らかの理由で失敗すると、TransInfo.setBuildStatus() をコールして、失敗を  に伝達できます。TransInfo
クラスの詳細については、インストール ディレクトリの doc フォルダで、JavaDocs を参照してください。

3. フィルタは、テスト中のシステムからの応答を自動的に処理します。フィルタは、重要な情報をログに記録し、テス
トされているコンポーネントからのコマンドを処理します。

統合プロセス

統合 API に統合する方法

1. lisa-int-release#.jar がクラスパスに含まれていることを確認します。
lisa-int-release#.jar は LISA_HOME\lib\core ディレクトリにあります。

2. 統合をメソッドに追加します。
サーバ側コンポーネントへの統合の詳細については、「サーバ側コンポーネントの統合」を参照してください。

3. 統合されたメソッドからの出力を処理します。
統合された出力の処理の詳細については、「統合出力の処理」を参照してください。

4. サーバ側コンポーネントをテストするテスト ケースで統合フィルタを使用します。
統合フィルタの詳細については、「統合されたコンポーネントのテスト」を参照してください。

5. サーバ側のコンポーネントをテストするテスト ケースで統合アサーションを使用します。
統合アサーションの詳細については、「統合されたコンポーネントのテスト」を参照してください。

コンポーネントの統合
このセクションでは、統合 API を使用してサーバ側コンポーネントを統合する方法について説明します。

このセクションには、以下のページがあります。
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サーバ側コンポーネントの統合
この手順では、サーバ側コンポーネントを  に対応させる方法について説明します。

以下の手順に従います。

1. 必要なクラスをインポートします。
コンポーネントには、少なくとも、適切なインテグレータと TransInfo クラスをインポートする必要があります。た
とえば、サーブレットの統合に必要なクラスをインポートするには、以下のインポート ステートメントを追加しま
す。

import com.itko.lisaint.servlet.ServletIntegrator;

import com.itko.lisaint.TransInfo;

TransInfo クラスの詳細については、インストール ディレクトリの doc フォルダで、JavaDocs を参照してくださ
い。

2. 状態を保持するローカル変数を宣言します。
以下のコードのように、統合されるコンポーネントには、少なくとも、インテグレータと TransInfo 変数が必要があ
ります。

ServletIntegrator si = null;

TransInfo ti = null;

3. トランザクションを開始します。
統合 API を使用して、統合されたコンポーネントが  ソフトウェアとの通信をいつ開始するのかを制御できます。す
べての通信は、トランザクションのコンテキストで発生する必要があります。そのため、通信を開始する前に、アプ
リケーション固有のインテグレータを使用してトランザクションを開始します。その前に、アプリケーション固有イ
ンテグレータ クラスで  がオンになっていることをチェックできます。以下のコードは、 がオンになっているかどう
かをチェックしてから、インテグレータ クラスからサーブレット インテグレータを取得して変数 si に格納します。
その後、コードは、サーブレット インテグレータを使用してトランザクションを開始し、結果を TransInfo オブジェ
クトに格納します。

if( ServletIntegrator.isLisaOn( request ) ) {

    si = ServletIntegrator.getServletIntegrator( request );

    ti = si.startTransaction( "Hello World" );

}

4. テスト ケースと対話します。
コンポーネントのステータスをレポートします。TransInfo クラスが提供する setBuildStatus() メソッドにより、シ
ステムがテストの実行方法を決定するために使用できる情報を指定することができます。たとえば、コンポーネント
が失敗したことを  に通知するには、次のコードのように、構築ステータスを STATUS_FAILED に設定します。

if( /* component failed */ ) {

    // ...

    ti.setBuildStatus( TransInfo.STATUS_FAILED, failMsg );
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}

有効な構築ステータス コードの詳細については、「トランザクション情報の収集」を参照してください。
– プロパティを設定します。TransInfo クラスが提供する setLISAProp() メソッドにより、任意のプロパティを設定
できます。このメソッドは、統合されるコンポーネントの情報を取得するために（特に、「プロパティと式の一致
を確認」アサーションで使用する場合に）役立つメカニズムです。
たとえば、アプリケーションがダウ平均を計算する場合、その値を、テスト中にチェックできるプロパティに格納
することができます。以下のコードは、DOW_AVERAGE というプロパティを作成し、CalculatedDowAverage 値
を割り当てます。

ti.setLISAProp( "DOW_AVERAGE", CalculatedDowAverage ); 

このメカニズムを使用して、テスト対象のシステムからテスト マネージャにデータ キャッシュのデータをプロパ
ティ値として送信することができます。これらのプロパティ値として、テキスト、プリミティブ型の Java オブ
ジェクト ラッパー、さらにはユーザ独自のクラス（データをデシリアライズするための適切なクラス パスが含ま
れている場合）といった任意のシリアライズ可能なオブジェクトを使用できます。

– アサーションを作成します。TransInfo クラスは、アサーションを行い、アサーションに失敗するとアクション
を実行するいくつかのメソッドを提供します。たとえば、assertFailTest() メソッドは、ブール値をとり、値が
true であるアサーションを作成します。この値が false の場合、このメソッドはテストが失敗するように  に指示
して、ログに記録される文字列メッセージを渡します。

ti.assertFailTest( boolean_assertion, "ASSERT FAILED" ); 

TransInfo のアサーション メソッドの詳細については、「トランザクション情報の収集」の「アサーション メソッ
ド」を参照してください。

– 次のノードを強制的に実行させます。まれに、サーバ側コンポーネントから情報を取得してテスト ケースに戻す
ことが困難な場合があります。このような場合は、この状況が発生した特定のテスト ステップを参照するように
テスト ケースを強制できることが役立ちます。TransInfo クラスが提供する setForcedNode() メソッドは、コン
ポーネント統合テスト ケースによる決定に従い、次のテスト ステップを上書きします。次のコードで、開発者
は、special_condition が true の場合に  が次のテスト ステップを specialStep にするように強制します。

if (special_condition)

ti.setForcedNode("specialStep");

5. 応答を  に送り返します。
への応答の返信の詳細については、「統合出力の処理」を参照してください。

JSP タグ ライブラリ

以前に表示された Java API に加えて、 は Java Web 開発用 JSP タグ ライブラリを提供します。この API により、JSP
開発者は 統合 API を容易に使用できます。

純粋な XML による統合

必要に応じて、 で Web アプリケーションの純粋な XML 形式の統合を利用できます。この形式の統合が必要な場合は、
販売担当者またはサポート担当者にお問い合わせください。
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テスト コンポーネント

サーバ側アプリケーションに多数のチェック箇所があり、テスト ステップが失敗した箇所が明確にならない場合があり
ます。このような場合、サブコンポーネントを使用してトランザクションの一部を分離し、それらの個別のステータスを
レポートすることができます。com.itko.lisaint.CompInfo クラスは、サブコンポーネントを表します。

たとえば、次のコードは、トランザクションのサブコンポーネントを作成し、その構築ステータスを
STATUS_SUCCESS に設定します。

CompInfo ci = ti.newChildComp( "SUBCOMP" );

ci.setBuildStatus( CompInfo.STATUS_SUCCESS, "" );

ci.finished();

サブコンポーネントは、全体的なトランザクションの一部として扱われます。1 つのサブコンポーネントが失敗にな
ると、トランザクション全体が失敗になります。次のコードは、サブコンポーネントを作成し、構築ステータスを
STATUS_FAILED に設定します。この場合、トランザクション全体が失敗になります。

CompInfo ci = ti.newChildComp( "SUBCOMP" );

ci.setBuildStatus( CompInfo.STATUS_FAILED, "" );

CompInfo クラスの詳細については、インストール ディレクトリの doc フォルダで、JavaDocs を参照してください。

トランザクション情報の収集
TransInfo クラスは、テストしているシステムの特定の「トランザクション」の実行に関して収集されたすべて情報をカ
プセル化します。このクラスは、実行中のテスト ケースに、このトランザクションのステータスの通知します。このト
ランザクションを要求する  のインスタンスは、このオブジェクトを使用します。トランザクションは、テスト インスタ
ンスからテスト中のシステムへ、およびその逆のラウンド トリップです。トランザクションは、サブコンポーネントに
分割し、そのレベルで CompInfo オブジェクトによってレポートすることができます。

TransInfo オブジェクトを構築するには、適切なインテグレータで startTransaction メソッドをコールします。たとえ
ば、以下のコードによって、サーブレットで TransInfo が作成されます。

TransInfo ti = si.startTransaction( "Hello World" ); 

TransInfo クラスの詳細については、インストール ディレクトリの doc フォルダで、JavaDocs を参照してください。

ステータスの作成

TransInfo クラスは、テストを実行する方法を決定するためにシステムが使用できる情報を指定するためのメソッド
（setBuildStatus）を提供します。SetBuildStatus メソッドは、可能な値が TransInfo クラスで定義される文字列定数
を持ちます。ステータスの定数は、以下のとおりです。
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• S-STATUS_SUCCESS： コンポーネントが予期されるとおりに実行されました。
• U-STATUS_UNKNOWN： ステータスは不明です。
• R-STATUS_REDIRECT： コンポーネントがリダイレクトを発行しました（一部のシステムについてのみ有効）。
• I - STATUS_INPUTERROR： 不適切な入力のためにコンポーネントが失敗しました。
• E-STATUS_EXTERNALERROR： 外部リソース エラーのためにコンポーネントが失敗しました。
• F-STATUS_FAILED： コンポーネントが失敗しました。原因は、入力または外部リソース以外と考えられます。

TransInfo クラスの詳細については、インストール ディレクトリの doc フォルダで、JavaDocs を参照してください。

アサーション メソッド

TransInfo クラスは、アサーションを行い、アサーションに失敗するとアクションを実行するいくつかのメソッドを提供
します。アサーション メソッドは、以下のとおりです。

• assertLog(boolean expr, String msg)： アサーション式が false の場合、メッセージがログに書き込まれます。
• assertEndTest(boolean expr, String msg)： アサーション式が false の場合、テストを通常終了し、ログにメッセー
ジを書き込むように  に指示します。

• assertFailTest(boolean expr, String msg)： アサーション式が false の場合、テストに失敗し、ログにメッセージを
書き込むように  に指示します。

• assertFailTrans(boolean expr, String msg)： アサーション式が false の場合、トランザクションが失敗したとみな
して、ログにメッセージを書き込むように  に指示します。

• assertGotoNode(boolean expr, String stepName)： アサーション式が false の場合、stepName テスト ステップを
次に実行するように  に指示します。これは、二重の中括弧を使用した {{x}} 形式で表記したプロパティ名とすること
もできます。

TransInfo クラスの詳細については、インストール ディレクトリの doc フォルダで、JavaDocs を参照してください。

インテグレータ
インテグレータは、実行中のテストとの通信を調整する、アプリケーション固有の Java クラスです。たとえば、EJB イ
ンテグレータは、 統合がオンになっているかどうかを EJB コンポーネントに知らせます。

com.itko.lisaint.Integrator 抽象クラスは、以下のインテグレータの基本機能セットを提供します。

• Java インテグレータ
• EJB インテグレータ
• サーブレット インテグレータ

各インテグレータは、 と  の統合がオンになっているかどうかについて実行中のテストとコーディネートします。これが
決定した後のインテグレータの主な役割は、トランザクションを開始し、TransInfo オブジェクトへのアクセスを提供す
ることです。

TransInfo オブジェクトの作成の詳細については、「トランザクション情報の収集」を参照してください。

インテグレータ クラスの詳細については、インストール ディレクトリの doc フォルダで、JavaDocs を参照してくださ
い。

統合出力の処理
統合コンポーネントは、トランザクションの情報に加えて、コンポーネントの結果を DevTest Solutions に返す必要があ
ります。サーブレットの場合には、サーブレット応答のラップが必要です。Java ベースのコンポーネントの場合には、
応答オブジェクトの作成が必要です。

 1330



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

サーブレット応答のラップ

は、インテグレータのストリーム バージョンを Web サーバの HTML 出力に埋め込むことにより、Web ベースのアプリ
ケーションと統合します。ServletIntegrator オブジェクトは、ASCII テキストに変換され、HTML コメントにラップされ
ます。ServletIntegrator クラスは、report メソッドを提供します。このメソッドは、出力ストリームを受信し、記述され
ているラップを実行してから、 に送信します。

がオンであることを ServletIntegrator が示している場合には、次のコードがサーブレット応答をラップして、 に送信し
ます。

if( ServletIntegrator.isLisaOn( request ) )

si.report( out );

ServletIntegrator クラスの詳細については、インストール ディレクトリの doc フォルダにある JavaDocs を参照してく
ださい。

応答オブジェクトの作成

は、メソッドが値タイプを返すこと、または実行中のクラス自体が com.itko.lisaint.java.HasLisaIntegrator インター
フェースを実装することを強制することによって、Java ベースのアプリケーションと統合します。

たとえば、LoginInfo オブジェクトを login への戻り値としてオブジェクトを実装したと仮定します（文字列 uid、文字列
pwd）。LoginInfo オブジェクトは、テストの成功または失敗に関する情報を保持します。そのメソッドをテストするに
は、テスト ケースの作成者が、login メソッドを実行してから、返された LoginInfo オブジェクトのクエリを実行して、
成功または失敗の状態を判断します。

com.itko.lisaint.java.HasLisaIntegrator インタフェースを実装するには、統合オブジェクトの XML 表現を  に提供する
getLisaIntegrator() メソッドを実装します。

ほとんどの実装も setLisaIntegrator() メソッドを提供し、以下のコードのように、メンバ変数に状態を格納します。

public class LoginInfo implements HasLisaIntegrator {

 

    private JavaIntegrator lisa;

 

    public String getLisaIntegrator() {

        return lisa.toXML();

    }

 

    public void setLisaIntegrator(JavaIntegrator obj) {

        lisa = obj;
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    }

 

}

HasLisaIntegrator および LoginInfo クラスの詳細については、インストール ディレクトリの doc フォルダにある
JavaDocs を参照してください。

統合されたコンポーネントのテスト
このセクションでは、統合フィルタと統合アサーションを使用して、統合されたサーバ側コンポーネントをテストする方
法について説明します。

統合フィルタ

統合フィルタは、アプリケーション固有の  フィルタであり、統合されたコンポーネントとの通信をコーディネートしま
す。統合フィルタの使用は、次の 2 つのことを意味します。

• では、そのタイプのサーバ側コンポーネントとの統合のサポートをオンにする必要があります。
• 統合されたサーバ側コンポーネントがフィルタの属性に一致する結果を返す場合、次のテスト ステップとして特定の
テスト ステップを実行します。

たとえば、サーブレット フィルタは、サーブレット コンポーネントの統合サポートを有効にして、サーブレットが特
定の値を返す場合に実行するテスト ステップを指定します。テスト ケース開発者は、通常、単一のタイプの複数の統合
フィルタを定義します。各フィルタは、特定の条件をチェックし、それに応じて次のテスト ステップを設定します。

モデル エディタは、以下の 3 つのタイプの統合フィルタに関する組み込みサポートを提供します。

• Java アプリケーションの統合フィルタ
• サーブレット アプリケーションの統合フィルタ
• EJB アプリケーションの統合フィルタ

テスト ケースでの統合フィルタの定義は、 がそのタイプの統合をオンにして、そのタイプの応答をリスンすることを示
します。統合フィルタを定義するには、フィルタを作成し、タイプを選択して、属性を設定します。

• トランザクション ビルド ステータス： サーバ側コンポーネントが、TransInfo のビルド ステータスを特定の値に設
定しました。このフィールドは、1 つまたは複数のビルド ステータス コード文字を受け入れます。たとえば、ビルド
ステータスが終了ステータスに設定されている場合にトリガされるフィルタを定義するには、値「IEF」を入力しま
す。

• トランザクション ビルド メッセージ式： サーバ側コンポーネントが、指定された正規表現に一致する TransInfo の
setBuildStatus メソッドに、文字列をメッセージ パラメータとして提供しました。

• コンポーネント名の一致： サーバ側コンポーネントが、このフィールドの値に一致する名前を持つサブコンポーネン
トを作成しました。フィールドの入力可能値は以下のとおりです。
– 空： 評価しません。すなわち、一致はありません。
– *： Null ではない値に一致します。
– その他： 正規表現として評価されます。

• コンポーネント ビルド ステータス： サーバ側コンポーネントが、CompInfo のビルド ステータスを特定の値に設定
しました。このフィールドは、1 つまたは複数のビルド ステータス コード文字を受け入れます。たとえば、ビルド
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ステータスが終了ステータスに設定されている場合にトリガされるフィルタを定義するには、値「IEF」を入力しま
す。

• コンポーネント ビルド メッセージ式： サーバ側コンポーネントが、指定された正規表現に一致する TransInfo の
setBuildStatus メソッドに、文字列をメッセージ パラメータとして提供しました。

• 例外タイプの一致： サーバ側のコンポーネントが、このフィールドの値に一致するタイプの例外をスローしました。
フィールドの入力可能値は以下のとおりです。
– 空： 評価しません。すなわち、一致はありません。
– *： Null ではない値に一致します。
– その他： 正規表現として評価されます。

• 最大ビルド時間（ミリ秒）： サーバ側コンポーネントの実行には、指定されたミリ秒数未満の時間がかかりました。
• On Transaction Error Node： サーバ側コンポーネントが指定された属性に一致する場合に、指定されたノードを実
行します。

• コンポーネント コンテンツをレポート： このチェック ボックスがオンになっている場合、テストされるサーブレッ
ト アプリケーションでは、出力にコンポーネントの実際のコンテンツが含まれます。

NOTE
帯域幅を大量に消費する可能性あるので、［コンポーネント コンテンツをレポート］チェック ボックスは
必要な場合にのみオンにしてください。また、このチェック ボックスは要求のみです。サーブレット アプ
リケーションは、要求を無視することができ、コンポーネント コンテンツは提供されません。

フィルタの詳細については、「CA Application Test の使用」を参照してください。

統合アサーション

統合アサーションは、アプリケーション固有の  アサーションです。統合サーバ側コンポーネントが、アサーションの属
性に一致する結果を返すと、統合アサーションは特定のテスト ケースを次のテスト ケースとして実行します。

たとえば、「インテグレータ応答の確認」アサーションは、サーバ側コンポーネントが特定の値を返す場合に実行する
ノードを示します。テスト ケース開発者は、通常、単一のタイプの複数の統合アサーションを定義します。各アサー
ションは、特定の条件をチェックし、それに応じて次のノードを設定します。

モデル エディタは、以下の 3 つのタイプの統合アサーションに関する組み込みサポートを提供します。

• インテグレータ応答の確認
• インテグレータ コンポーネント コンテンツ応答の確認
• インテグレータ レポートの不足データの確認

統合アサーションを定義するには、アサーションを作成し、参照されるアサーション タイプで示される概要に従い、ア
サーションのタイプに基づいて属性を設定します。

インテグレータ応答の確認

インテグレータ応答の確認アサーションは、サーバ側コンポーネントが特定の値を返す場合に、実行するテスト ケース
を示します。以下のような属性があります。

• トランザクション ビルド ステータス： サーバ側コンポーネントが、TransInfo のビルド ステータスを特定の値に設
定しました。このフィールドは、1 つまたは複数のビルド ステータス コード文字を受け入れます。たとえば、ビルド
ステータスが終了ステータスに設定されている場合に実行するアサーションを定義するには、値「IEF」を入力しま
す。

• トランザクション構築メッセージ式： サーバ側コンポーネントが、指定された正規表現に一致する TransInfo の
setBuildStatus メソッドに、文字列をメッセージ パラメータとして提供しました。

• コンポーネント名の一致： サーバ側コンポーネントが、このフィールドの値に一致する名前を持つサブコンポーネン
トを作成しました。フィールドの入力可能値は以下のとおりです。
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– 空： 評価しません。すなわち、一致はありません。
– *： Null ではない値に一致します。
– その他： 正規表現として評価されます。

• コンポーネント ビルド ステータス： サーバ側コンポーネントが、CompInfo のビルド ステータスを特定の値に設定
しました。このフィールドは、1 つまたは複数のビルド ステータス コード文字を受け入れます。たとえば、ビルド
ステータスが終了ステータスに設定されている場合に実行するアサーションを定義するには、値「IEF」を入力しま
す。

• コンポーネント ビルド メッセージ式： サーバ側コンポーネントが、指定された正規表現に一致する TransInfo の
setBuildStatus メソッドに、文字列をメッセージ パラメータとして提供しました。

• 例外タイプの一致： サーバ側のコンポーネントが、このフィールドの値に一致するタイプの例外をスローしました。
フィールドの入力可能値は以下のとおりです。
– 空： 評価しません。すなわち、一致はありません。
– *： Null ではない値に一致します。
– その他： 正規表現として評価されます。

• 最大ビルド時間（ミリ秒）： サーバ側コンポーネントの実行には、指定されたミリ秒数未満の時間がかかりました。

アサーションの詳細については、「CA Application Test の使用」を参照してください。

インテグレータ コンポーネント コンテンツ応答の確認

インテグレータ コンポーネント コンテンツ応答の確認アサーションは、サーバ側コンポーネントが正規表現に一致する
コンテンツを返す場合に、実行するテスト ケースを示します。すべてのサーバ側コンポーネントは、コンポーネント レ
ベルのコンテンツを返すことができます。HTTP ベースのアプリケーションは、通常では HTTP 応答を返します。

以下のような属性があります。

• コンポーネント名仕様： コンテンツを検索するコンポーネントを選択する式。
• 式： コンポーネントのコンテンツを検索する式。両方のフィールドで、式は以下の方法で評価されます。

– Null コンポーネント値は、式に関係なく、ヒットではありません。
– 空の式は、ヒットではありません。
– A * は Null ではない値に一致します。
– その他の式は、正規表現と見なされます。

NOTE

トランザクション全体はコンポーネントであり、その名前とコンテンツはこの実行の一部として評価されま
す。

インテグレータ レポートの不足データの確認

インテグレータ レポートの不足データの確認アサーションは、サーバ側のコンポーネントが予期されたコンテンツを返
さない場合に、実行するテスト ケースを示します。すべてのサーバ側コンポーネントは、コンポーネント レベルのコン
テンツを返すことができます。HTTP ベースのアプリケーションは、通常では HTTP 応答を返します。

以下のような属性があります。

• コンポーネント名仕様： コンテンツを検索するコンポーネントを選択する式。式は以下の方法で評価されます。
– 空の式は、ヒットではありません。
– A * は Null ではない値に一致します。
– その他の式は、正規表現と見なされます。

NOTE
トランザクション全体はコンポーネントであり、その名前とコンテンツはこの実行の一部として評価されま
す。

アサーションの詳細については、「CA Application Test の使用」を参照してください。
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DevTest Solutions の拡張
このセクションでは、DevTest Solutions の拡張に関連する主要な概念について説明します。

DevTest Solutions は、企業ソフトウェア コンポーネントのテストに必要なほとんどのエレメントを提供します。ただ
し、特定の問題を解決するために、独自のエレメントを作成できます。たとえば、 は FTP クライアントのテストのため
のビルトイン サポートを提供しません。FTP クライアントを書き込むには、以下のものを作成できます。

• ファイルの転送をテストするカスタム ノード
• 転送されたファイルのコンテンツを検証するカスタム ノード
• ファイルの一部を  プロパティに格納するカスタム フィルタ

そのほかの  エレメント（データ セットやコンパニオンなど）のカスタム タイプを作成できます。そのほかのエレメン
トの拡張の詳細については、インストール ディレクトリの doc フォルダで、Javadocs を参照してください。

以下の概念は、すべてのカスタマイズのシナリオに共通です。

 

拡張の概念
以下の概念は、すべてのカスタマイズのシナリオに共通です。

lisaextensions ファイル

lisaextensions ファイルでは、 の拡張ポイントを定義できます。

.lisaextensions 拡張子を持つファイルで 1 つ以上のカスタム拡張（フィルタ、アサーション、テスト ステップ、レポー
トなど）が宣言されます。同じ環境内では、他の lisaextensions ファイルに対して名前が一意である必要があります。た
とえば、library-A.lisaextensions と library-B.lisaextensions の 2 つの lisaextensions ファイルを使用することは可能
です。

lisaextensions ファイルは、カスタム拡張実装を実行するクラスを持つ JAR に含まれている必要があります。 クラスパ
スに JAR を配置する必要があります。起動時に、 は、拡張子が .lisaextensions であるすべてのファイルを検索し、そ
れらのファイルからカスタム拡張ポイントの読み取りを試みます。

NOTE
typemap.properties ファイルによる拡張の定義は、下位互換性のためにのみサポートされています。

すべてのカスタム拡張は、コントローラ、ビューア（「エディタ」と呼ばれることも多い）、および実装を提供する必要
があります。これらは、多くの場合、3 つの異なるクラスです。多くの場合、 はコントローラとビューアのデフォルト
を提供するため、ユーザは独自に作成せずに、デフォルトを使用できます。これらのデフォルトがニーズに適していない
場合は、カスタム バージョンを作成することができます。

lisaextensions ファイルの使用

カスタム エレメントは、lisaextensions ファイルに登録されます。このサブセクションは、これを実現する方法を示しま
す。 が特定の実装を作成時のコントローラおよびエディタに接続するには、lisaextensions ファイルが使用されます。

実装オブジェクト

以下に、lisaextensions ファイルの内容でカスタム アサーションに関する 部分の例を示します。
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asserts=com.mycompany.lisa.AssertFileStartsWith 

等号の右側にあるクラス名は、該当するノード ロジックを実装するクラスの場所を表します。複数のアサーションが定
義されている場合は、次のように、すべての対応するクラスが同じ行にカンマで区切って指定されます。

asserts=com.mycompany.lisa.AssertFileStartsWith,com.mycompany.lisa.AnotherAssert 

コントローラおよびエディタ オブジェクト

は実装オブジェクトとして宣言されている各エレメントのルックアップを実行し、その実装に関連付けるコントローラ
およびエディタを取得します。たとえば、前の例のアサーションは、lisaextensions ファイル内に以下の追加のエントリ
を持ちます。

com.mycompany.lisa.AssertFileStartsWith=com.itko.lisa.editor.DefaultAssertController,com.itko.lisa.editor.DefaultAssertEditor 

このプロパティ ファイル エントリの形式は、次のとおりです。

implementation_class_name=controller_class_name,editor_class_name 

この例では、デフォルトのコントローラとエディタが使用されます。デフォルトは、ほとんどの場合に適切です。
ただし、カスタム コントローラや、より多くの場合に、カスタム エディタを提供する必要がある状況も発生しま
す。lisaextensions ファイルは、それらに対応するクラスを宣言する場所です。

wizards.xml ファイル

LISA_HOME ホーム ディレクトリには、wizards.xml という名前のファイルがあります。このファイルは、 で表示さ
れるウィザードの多くを操作します。アクセス頻度の高いテスト エレメント（アサーション、テスト ステップ、フィル
タなど）でユーザの入力を要求するウィザードは、ツリー ビューに表示される情報に関して、このファイルを参照しま
す。このファイルにカスタム拡張機能を追加して、それらをユーザが使用しやすくすることができます。また、使用頻度
の少ない組み込みエレメントを削除することもできます。wizards.xml ファイル自体に、その内容の読み取りおよび変更
の方法に関する有用な情報が記載されていますが、ここではその概念について説明します。

Wizard タグ

Wizard タグは、特定のタイプのテスト エレメントおよび特定のタイプの使用に関するエレメントのリストを提供するた
めに使用されます。以下に例を示します。

<Wizard element="assert" type="http"> 

によってエレメント値（この場合は「assert」）およびタイプ（この場合は「http」）が事前定義されています。新し
いエレメント値またはタイプは無視されます。タイプは、含まれている Entry タグ内に記述されるエレメントの種類
の略称です。この例では、Entry タグによってアサーションが文書化されています。タイプ属性は、 が所定のリストを
表示するときに操作を行います。 は、一般的なテスト ニーズ（web テスト、XML テスト、Java テストなど）に対し
て、wizards.xml ファイルが、適切なさまざまなアサーションおよびフィルタを含むことができるようにします。
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Entry タグ

Entry タグの例を以下に示します。

<Entry>

   <Name>Make Diff-like Comparisons on the HTML Result</Name>

   <Help>This is the right assertion to use when you have a HTML result and you wish to perform diff-
like operations on it. It lets you define simply what portions of the text may change, what may not change, and what portions must match current property values.</
Help>

   <Type>com.itko.lisa.web.WebHTMLComparisonAssert</Type>

</Entry>

ウィザード エントリを定義するために以下の子エントリが必要です。

• Name： ウィザード自体で使用されるラベルで、現在のバージョンの  ではオプション ボタンとして表示されます。
• Help： ウィザード パネルの下部には、追加のテキストを表示する領域があります。このテキストは、エントリが選
択されている場合に表示されます。

• Type： 実際のテスト ケース エレメント実装クラス名です。

NamedType インターフェース

com.itko.lisa.test.NamedType インターフェースは、実装するクラスが  オブジェクト ビューアと関連付けられている
オブジェクトであることを指定します。DevTest Solutions を拡張するためにユーザが作成する各クラスは、それがテ
スト マネージャで編集可能であれば、すべてこのインターフェースを実装します。このインターフェースは、1 つのメ
ソッド（getTypeName）を提供します。このメソッドは、モデル エディタでエレメントに関連付けられているテキスト
を提供します。たとえば、以下に「File First Line Filter」というテキストがあることに注目してください。
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フィルタを定義するクラス内のメソッドが、テキストを提供します。そのクラスは、com.itko.lisa.test.NamedType イ
ンターフェースを実装し、getTypeName メソッドを実装する必要があります。

public String getTypeName()

{

    return "File First Line Filter";

}

パラメータとパラメータ リスト

パラメータ（lisa-util-release#.jar でタイプ com.itko.util.Parameter のオブジェクトによって表される）は、 エレメント
を定義およびサポートする属性です。

パラメータ リストは（lisa-util-release#.jar でタイプ com.itko.util.ParameterList のオブジェクトによって表される）
は、そのようなパラメータのコレクションです。ある意味では、パラメータ リストを java.util.HashMap の拡張として
扱うことができます。

NOTE
com.itko.util.ParameterList クラスはリリース 9.5 で廃止されました。このクラスが必要とする  API を使用し
ている場合は、機能の問題が発生せずに使用を続行できます。ただし、コードのコンパイル時に警告メッセー
ジを受信する可能性があります。ParameterList クラスを廃棄する準備ができたら、公式のアップグレード プ
ロセスを通知する予定です。
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エレメントを定義するクラスは、com.itko.lisa.test.ParameterList を返すコールバック メソッドで、このエレメントが
公開するパラメータを定義します。たとえば、以下の getParameters() メソッドは、引数文字列としてのプロパティ値
の解析フィルタのパラメータを定義します。

public ParameterList getParameters()

{

    ParameterList p = new ParameterList();

    p.addParameter( new Parameter( "Existing Property", PROPKEY_PARAM, propkey, TestExec.PROPERTY_PARAM_TYPE ) );

    p.addParameter( new Parameter( "IsURL", ISURL_PARAM, new Boolean(isurl).toString(), Boolean.class ) );

    p.addParameter( new Parameter( "Attribute", ATTRIB_PARAM, attrib, TestExec.ATTRIB_PARAM_TYPE ) );

    p.addParameter( new Parameter( "New Property", PROP_PARAM, prop, TestExec.PROPERTY_PARAM_TYPE ) );

    return p;

}

このメソッドは、公開されるパラメータごとに com.itko.util.Parameter を作成します。前の例では、以下のパラメータ
が定義されます。

• 既存プロパティのプロパティ値
• IsURL に対するブール値
• 属性の属性値
• 新しいプロパティのプロパティ

パラメータのコンストラクタへのパラメータは、以下のとおりです。

• モデル エディタで、パラメータのラベルを提供する文字列
• パラメータ値を Java Map に格納するのに使用される文字列キー
• パラメータ値を格納する変数
• パラメータの完全修飾タイプ

モデル エディタは、パラメータに関連付けられているユーザ インターフェース エレメントを決定するのに、最後の
パラメータを使用します。たとえば、Boolean.class を渡すと、パラメータはチェック ボックスとして表示されま
す。TestExec.PROPERTY_PARAM_TYPE を渡すと、パラメータはすべての既存プロパティのキーを含むドロップダウ
ン リストとして表示されます。

com.itko.util.Parameter クラスと com.itko.util.ParameterList クラスの詳細については、インストール ディレクトリの
doc フォルダにある Javadocs を参照してください。

TestExec クラス

com.itko.lisa.test.TestExec クラスは、テストの状態へのアクセスと、 要素内部の共通タスクを実行するための便利な
機能を提供します。TestExec のパラメータは、ほとんどの  エレメント メソッドに渡されます。TestExec クラスが提供
する最も有用なメソッドのいくつかは、以下のものです。
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• log： EVENT_LOGMSG TestEvent（文字列パラメータを含む）を発生させます。
• getStateObject： 文字列プロパティ キーをとり、そのプロパティの値を返します。
• setStateValue： 文字列プロパティ キーとオブジェクトをとり、そのプロパティの値を指定されたオブジェクトの値
に設定します。

• setNextNode： ノードの文字列名をとり、そのテスト ケースに対して発動するように次のテスト ケースを設定しま
す。

• raiseEvent： 任意の  イベントを発生させることができます。

com.itko.lisa.test.TestExec クラスの詳細については、インストール ディレクトリの doc フォルダで、JavaDocs を参
照してください。

テスト例外

DevTest Solutions では、テスト ケース コンポーネントのエラーを処理するために、以下の 2 つの主要な例外クラスが提
供されます。

• com.itko.lisa.test.TestRunException（lisa-core-release#.jar において）
テストの実行方法に問題が含まれていることを示します。たとえば、予期された値を持たないパラメータにアクセス
しようとした場合、このタイプの例外がスローされます。

• com.itko.lisa.test.TestDefException（lisa-core-release#.jar において）
テストの定義方法に問題が含まれていることを示します。たとえば、定義されていないデータ セットを参照しようと
した場合、このタイプの例外がスローされます。

例外クラスの詳細については、インストール ディレクトリの doc フォルダで、JavaDocs を参照してください。

テスト ステップの拡張
が提供するフィルタには、エンタープライズ ソフトウェアをテストするために必要なロジックの大半が含まれていま
す。ただし、特定の場面に対応する独自のテスト ステップを作成できます。

それぞれの既存テスト ステップは、ユーザがそのようなタイプのテスト ステップを作成するのに役立つ、ステップ
固有の Swing ユーザ インターフェースを提供します。com.itko.lisa.test.TestNode を拡張する Java クラスを作成
し、Swing ユーザ インターフェースを提供することによって、この同じサポートを提供できます。ただし、カスタム テ
スト ステップをもっと簡単に提供する方法があります。

名前と値のペア セットは、多くのテスト場面を適切に表すことができます。たとえば、記述したファイル転送プロトコ
ル（FTP）クライアント パッケージをテストすると仮定します。テストに必要な情報を収集するための複雑なウィザー
ドは必要ありません。以下の情報のみが必要です。

• FTP ホスト
• ファイルのフル パスおよび名前
• FTP のホストへのアクセスに使用されるユーザ名およびパスワード

名前と値のペアは、これらの値を表すことができます。

は、このプロファイルに適合するカスタム テスト ステップのビルトイン サポートを提供します。カスタム テスト ス
テップを作成するには、com.itko.lisa.test.CustJavaNodeInterface を実装する Java クラスを作成します。このクラス
は、テスト ステップの実行時に実行する、テスト ステップおよびロジックに関連付けられている名前と値のペアを示し
ます。実行時に、モデル エディタは CustJavaNodeInterface を実装するクラスのクラスパスを検索します。モデル エ
ディタは、これらのクラスを「カスタム テスト ステップの実行」テスト ステップ タイプで利用できるようにします。

SDK は、新しいテスト ケースで  機能を強化することができるように、2 つの方法を提供します。
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• カスタム Java テスト ステップ： このタイプのテスト ステップは速く簡単に開発できます。したがって、これは開
発者がよく利用する方法です。

• ネイティブ テスト ステップ： これらのテスト ステップは、CA Technologies が  内で開発するまさにそのテスト ス
テップで作成され、独自のカテゴリで表示できます。

このセクションには、以下のページがあります。

カスタム Java テスト ステップ
このセクションでは、カスタム Java テスト ステップを作成し、モデル エディタで使用する方法について説明します。

このタイプのテスト ステップは、Lisa.jar で提供される抽象ベース クラスを拡張することにより作成されます。カスタ
ム Java テスト ステップは、テスト マネージャのユーザ インターフェースを作成する必要がないため、ネイティブ テス
ト ステップよりも高速かつ容易です。代わりに、このクラスでコールを呼び出すことにより自動生成されます。この効
率性は、テストが作成されているときのユーザがテスト ステップと対話する方法の制御を代償に実現しています。ほと
んどのパラメータは適切な方法で表示されますが、いくつかのパラメータはカスタマイズされたエディタを必要とする場
合があります。これらのニーズに応じて、ネイティブ テスト ステップの作成を検討してください。

カスタム Java テスト ステップの作成

以下の手順に従います。

1. com.itko.lisa.test.CustJavaNodeInterface を実装する Java クラスを作成します（lisa-core-release#.jar 内）。
これにより、ユーザのクラスがカスタム Java テスト ステップであることが DevTest Solutions に示されます。

public class FTPCustJavaNode implements CustJavaNodeInterface

{

}

2. 必要な initialize メソッドを実装します。
テスト中に  がカスタム テスト ステップを初めてロードするときに、このメソッドがコールされます。
この例では、テスト ステップが初期化を必要としないため、initialize メソッドがコールされたことのみがログに記
録されます。

static protected Log cat = LogFactory.getLog( "com.mycompany.lisa.ext.node.FTPCustJavaNode" );

public void initialize( TestCase test, Element node ) throws TestDefException

{

    cat.debug( "called initialize" );

}

3. 必要な getParameters メソッドを実装します。
このメソッドは、カスタム テスト ステップに対してパラメータを定義する名前と値のペアを指定します。パラメー
タ リストを定義する最も簡単な方法は、各パラメータがアンパサンド（&）で区切られたすべてのパラメータによる
1 つの長い文字列を渡すことです。ここで指定された値は、ノードがモデル エディタで定義されている際のデフォル
ト値として使用されます。
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public ParameterList getParameters()

{

    ParameterList pl = new ParameterList( "username=&password=&host=ftp.suse.com&path=/
pub&file=INDEX" );

    return pl;

}

前の例では、ftp.suse.com/pub/INDEX が、取得するファイルとして使用されます。これは、匿名でログインできる
パブリックに使用可能な FTP ホストです。SuSE FTP サイトでの不要なヒットを制限してください。

4. 必要な executeNodeLogic メソッドを実装します。
このメソッドは、テスト ステップの実行時に実行されるロジックを定義します。通常、このメソッドは、テスト中の
システムのコンポーネントをインスタンス化および検証するために使用されます。
TestExec パラメータは、テスト環境（ログ、イベントなど）へのアクセスを提供します。Map パラメータは、テス
ト ステップ パラメータの現在の値へのアクセスを提供します。戻り値の型を Object とすることで、実行中のテスト
にデータを渡すことが可能になり、テストのアサーションおよびフィルタを実行できるようになります。

public Object executeNodeLogic( TestExec ts, Map params ) throws TestRunException

{

    ts.log( "We got called with: " + params.toString() );

    String host = (String)params.get("host");

    String username = (String)params.get("username");

    String password = (String)params.get("password");

    String path = (String)params.get("path");

    String file = (String)params.get("file");

    String storedFile = runFTP(ts,host,username,password,path,file);

    FileDataObject fdo = new FileDataObject(storedFile);

    return fdo;

}

戻り値にはカスタム データ オブジェクトを使用することが一般的です。この戦略には、2 つの利点があります。
– 適切なリソース処理が促進されます。その結果としてファイルや JDBC 接続などの一般的なリソースを渡さない
ようにしてください。これを行うと、close メソッドのコールによってノードがクリーンアップを実行できなくな
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ります。独自のデータ オブジェクトを作成する場合は、リソースから必要な情報のみを保存し、渡すことができ
ます。その後、データ オブジェクトを返す前にリソースを閉じます。

– データ オブジェクトのタイプに基づいて、条件付きのフィルタ リングおよび結果確認を実行できるようになりま
す。データ オブジェクトによる条件付きのフィルタ リングの詳細については、「新しいフィルタの作成」を参照
してください。

上記のコードは、開いている File または FileInputStream を渡すのではなく、FileDataObject カスタム データ オブ
ジェクトを使用して、格納されたファイルへのパスのみを格納します。任意のフィルタで、結果オブジェクトの型が
FileDataObject であることをチェックすることにより、条件付き処理を実行できます。

カスタム Java テスト ステップの展開

カスタム Java テスト ステップをテスト ケースで使用するには、事前にモデル エディタで使用可能にする必要がありま
す。

以下の手順に従います。

1. lisaextensions ファイルを作成するか、存在する場合は、既存のものを使用します。
lisaextensions ファイルで、simpleNodes 要素に対してこのクラスを指定します。

simpleNodes=com.mycompany.lisa.FTPCustJavaNode 

2. カスタム Java テスト ステップが含まれる JAR ファイルと lisaextensions ファイルを LISA_HOME\hotDeploy ディ
レクトリにコピーします。
カスタム Java テスト ステップがサードパーティ ライブラリに依存する場合は、LISA_HOME\hotDeploy ディレク
トリにそれらのライブラリをコピーします。
この例では、前述の FTPCustJavaNode が、lisaint-examples.jar でパッケージ化されています。このカスタム Java
テスト ステップは、ftp.jar でパッケージ化された FTP クライアントに依存します。これらのファイルが含まれてい
る examples.zip ファイルを「SDK の使用」からダウンロードできます。
LISA_HOME\hotDeploy ディレクトリにこれらのファイルを両方ともコピーします。

NOTE
サンプル コードで使用される FTP クライアントは www.amoebacode.com/ で提供されます。

このクライアントにより、指定されたクラス名が、テスト ケースの作成時にユーザ用の便利なドロップダウン リス
トに追加されます。オーサリング時、入力またはクラス パス ナビゲータを使用して、 にクラス名を指定できるた
め、これは省略可能です。
をすでに実行している場合は、この新しい設定を有効にするために、プログラムを終了してから再起動します。

カスタム Java テスト ステップの定義

この手順では、モデル エディタでのカスタム Java テスト ステップの定義について説明します。

以下の手順に従います。

1. ノードの［タイプ］を［カスタム テスト ステップの実行］に変更します。
2. テストするカスタム テスト ステップを指定します。
［クラス名］フィールドで、Java クラスの完全修飾名を入力または選択します。
カスタム Java テスト ステップ クラスを容易に指定するには、［クラス名］フィールドの隣にある省略記号（...）を
クリックして［クラス パス ナビゲータ］を起動します。このパス ナビゲータでは、カスタム テスト ステップのみ検
索されます。テストするテスト ステップ クラスを選択し、［OK］をクリックします。
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3. カスタム テスト ステップにパラメータを設定します。
［パラメータ］リスト内の各パラメータに対して、値を指定します。

 

ネイティブ テスト ステップ
このセクションでは、ネイティブ テスト ステップを作成し、モデル エディタで使用する方法について説明します。ネイ
ティブ テスト ステップは、完全カスタマイズのテスト ステップ オーサリングとテスト ステップの実行を提供する方法
です。このテスト ステップでは、ユーザは、テスト ステップの編集環境と完全な実行エンジンの提供を担当します。こ
のプロセスが、提供されるネイティブ テスト ステップの開発方法となります。

ネイティブ テスト ステップの作成

この手順では、ネイティブ テスト ステップの作成について説明します。

以下の手順に従います。

1. com.itko.lisa.test.TestNode を拡張する Java クラスを作成します。
このクラスは、テスト ステップのランタイム ロジックを実装します。以下のコールは、テスト ステップの構築に
とって重要です。
 public void initialize( TestCase test, Element node ) throws TestDefException 
 

は、テスト ケース XML DOM からの操作に必要なパラメータをユーザが読み取れるように、このコールを呼び出
します。テスト ケースが構築されると、そのテスト ケースは、テスト ケース XML でこのノードを表すステップの
DOM 要素によって渡されます。
 public void execute( TestExec ts ) throws TestRunException 
 

これは、テスト ステップ ロジックが呼び出されるとコールされます。ワークフローおよび状態エンジンは、ユーザ
のほとんどの制御フローおよびデータ要件を管理します。パラメータとして与えられる TestExec にアクセスして、
さまざまなタスクを実行できます。JavaDocs TestExec および「コンポーネントの統合」で、このクラスの説明を参
照してください。

2. com.itko.lisa.editor.TestNodeInfo を拡張する Java クラスを作成します。
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ノードを作成および編集するには、MVC パターンでコントローラとビューアを提供します。TestNodeInfo クラス
は、 用に開発されたすべてのテスト ステップのベース クラスです。オーサリング フレームワークは、このクラスを
実行して、テスト ステップ データおよびロジックとやり取りします。

3. com.itko.lisa.editor.CustomEditor を拡張する Java クラスを作成します。
このクラスは、ノード データを表示および編集するための実際のユーザ インターフェースを  に提供します。オー
サリング フレームワークは、このクラスを作成し、コールすることによって、パラメータを表示し、その有効性の
検証し、変更を TestNodeInfo 拡張に保存します。この CustomEditor は、Java Swing API の JPanel を拡張しま
す。CustomEditor の Javadoc を参照し、サンプル コードを確認して、ユーザ自身のエディタの記述に役立ててくだ
さい。

4. ステップのデフォルト名の生成方法を制御する場合は、以下のメソッド オーバーライドを実行します。
– TestNode を拡張するクラスの generateName  メソッドをオーバーライドします。このメソッドに、デフォルト
名を作成するロジックを追加します。
 public String generateName()
 {
     return "default name"
 }
 

– TestNodeInfo を拡張するクラスの generateName  メソッドをオーバーライドします。このメソッド
に、TestNode を拡張するクラスの generateName メソッドのコールを追加します。
 public String generateName()
 {
     return "defined name"
 }
 

ネイティブ テスト ステップの展開

ネイティブ テスト ステップは、テスト マネージャの起動時に、 に明示的に宣言する必要があります。この宣言によ
り、オーサリング フレームワークで、以前に定義された 3 つのクラスを関連付けることができます。この宣言は、ノー
ド要素に対する lisaextensions ファイルで実行されます。クラス自体は相互参照しません。Lisaextensions ファイルで
接続されます。

lisaextensions ファイルの詳細については、「DevTest Solutions の拡張」を参照してください。

ネイティブ テスト ステップの定義

ネイティブ テスト ステップは、既存のビルトイン ステップが  で使用可能になるのと同じ方法でアクセスできます。テ
スト ステップへのアクセス方法については、「CA Application Test の使用」を参照してください。

アサーションの継承
このセクションでは、新しいアサーションで DevTest Solutions を継承する方法について説明します。

アサーションの作成

DevTest Solutions が提供するアサーションには、エンタープライズ ソフトウェアのテストに必要なロジックの大半が含
まれます。ただし、特定の状況に対処するために独自のアサーションを作成することができます。

は、カスタム アサーションのビルトイン サポートを提供します。カスタム アサーションを作成するに
は、com.itko.lisa.test.Assertion （lisa-core-release#.jarに含まれる）を継承する Java クラスを作成します。このクラ
スは、アサーションを実行するために必要な「舞台裏」のロジックの大半を処理し、モデル エディタで優れたユーザ イ
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ンターフェースを提供します。com.itko.lisa.test.CheckResult を継承する既存の Java クラスがある場合、それも依然
としてサポートされますが、このクラスは廃止予定であり、推奨されません。

以下の手順に従います。

1. com.itko.lisa.test.Assertion を継承する Java クラスを作成します。
このクラスは、クラスがカスタム アサーションであることを  に知らせて、必要なアサーション機能をユーザに提供
します。

public class AssertionFileStartsWith extends Assertion

{

}

2. 必要な getTypeName メソッドを実装します。
このメソッドは、モデル エディタでカスタム アサーションを識別するために使用される名前を提供します。

public String getTypeName()

{

    return "Results File Starts With Given String";

}

getTypeName メソッドが返す文字列は、新しいアサーションのデフォルト名です。
3. アサーションに対するカスタム パラメータを処理します。
一部のアサーションには、ノードの実行結果で提供されるものよりも多くの情報が必要です。この場合は、ユーザが
モデル エディタの［アサーション］タブでその情報を指定することを可能にするパラメータを提供します。
抽象的な getCustomParameters メソッドを実装します。このメソッドでは、ParameterList を作成し、各パラメー
タの Parameter をアサーションに追加します。Parameter のコンストラクタは、以下の引数をとります。
– ユーザ インターフェースでパラメータのラベルを提供する文字列。
– マップにパラメータの値を格納するキーを提供する文字列。
– パラメータの値を表す文字列。
– パラメータの型。
この例では、カスタム アサーションは 1 つのパラメータ（ファイルで検索する文字列）を持ちます。残りのコード
は、パラメータのサポートを提供します。

public static final String PARAM = "param";

private String param = "";

...

public String getParam()

{

    return param;
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}

public ParameterList getCustomParameters()

{

    ParameterList pl = new ParameterList();

    pl.addParameter( new Parameter( "Starts With String", PARAM, param, String.class ) );

    return pl;

}

4. カスタム アサーション オブジェクトを DOM 要素の値で初期化します。
がアサーションを実行しようとする場合は、まずカスタム クラスのインスタンスを作成します。その後、initialize
メソッドをコールし、アサーションを定義した XML 要素を渡します。パラメータの子要素の値を新しいインスタン
スに格納する必要があります。
たとえば、テスト ケース XML は、以下の例のようなアサーションを含むことができます。

<CheckResult name="CheckThatFile"

    log="Check if the node FTP'd a file that starts with 'All Visitors'"

    type="com.mycompany.lisa.AssertFileStartsWith" >

<then>finalNode</then>

<param>All Visitors</param>

</Assertion>

initialize メソッドで、「All Visitors」というテキストを param メンバ変数に代入する必要があります。以下のコード
では、param という名前の子要素からテキストが取得され、それが null でないことが確認されます。

public void initialize( Element rNode ) throws TestDefException

{

    param = XMLUtils.getChildText( XMLUtils.findChildElement( rNode, PARAM ) );

    if( param == null )

    throw new TestDefException( rNode.getAttribute("name"),

    "File Starts With results must have a Starts With String parameter specified.", null );

}
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DOM 要素からの読み取りには任意の手段を使用できます。前の例に示すように、XMLUtils という名前の便利なクラ
スを使用できます。

5. evaluate メソッドによって確認ロジックを実装します。
TestExec パラメータは、テスト環境（ログ、イベントなど）へのアクセスを提供します。Object パラメータは、
ノードの実行から返される結果へのアクセスを提供します。戻り値の型をブール値とすることで、アサーションが真
の場合に true が返されます。それ以外の場合は、false が返されます。
以下のコードでは、ノードから渡されるファイルの最初の行に、param パラメータに格納されている文字列が含まれ
ていることが確認されます。このコードは、ファイルがその文字列で始まる場合にのみ true を返します。

public boolean evaluate( TestExec ts, Object oresult )

{

    if( oresult == null )

        return false;

    FileDataObject fdo = (FileDataObject)oresult;

    String firstline = fdo.getFileFirstLine();

    return firstline.startsWith(param);

}

アサーションの作成者は、単に、定義されているアサーションが真か偽かを宣言します。状態が返された後に実行す
るステップについて考える必要はありません。ワークフロー エンジンは、それが起動されたアサーションかどうかを
評価します。

6. （オプション）ポータル テスト監視機能に統合するための setValueDetail メソッドを実装します。
実際の値と予想される値に関するアサーションの詳細メッセージを指定することができます。

public void setValueDetail(Object actual, Object expectation)

アサーションの展開

カスタム アサーションをテスト ケースで使用するには、事前にモデル エディタで使用可能にする必要があります。

以下の手順に従います。

1. に、.lisaextensions ファイルでの新しいカスタム アサーションの検索を以下のように指示します。

asserts=com.mycompany.lisa.AssertFileStartsWith

 com.mycompany.lisa.AssertFileStartsWith=com.itko.lisa.editor.DefaultAssertController,com.itko.lisa.editor.DefaultAssertEditor

2. （オプション） wizards.xml ファイル内のウィザードにこのアサーションを追加することもできます。

        <Entry>
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 <Type>com.itko.lisa.lek.training.assertion.StringPropertyComparisonAssertion</Type>

        </Entry>

</Wizard>

3. カスタム アサーションが含まれる JAR ファイルと .lisaextensions ファイルを LISA_HOME\hotDeploy ディレクト
リにコピーします。
カスタム アサーションがサードパーティ ライブラリに依存する場合は、LISA_HOME\hotDeploy ディレクトリにそ
れらのライブラリをコピーします。
この例では、以前に記述された AssertionFileStartsWith が lisaint-examples.jar にすでにパッケージ化されていま
す。このファイルが含まれる examples.zip ファイルを「SDK の使用」からダウンロードできます。このカスタム ア
サーションは、サードパーティ ライブラリには依存しません。

4. をすでに実行している場合は、この新しい設定を有効にするために、プログラムを終了してから再起動します。

アサーションの定義およびテスト

この手順では、カスタム アサーションの定義について説明します。

以下の手順に従います。

1. getTypeName メソッドで指定したテキストを選択して、アサーションの［タイプ］を変更します。
2. カスタム アサーションにパラメータを設定します。
［Assertion Param Attributes］セクション内の各パラメータに対して、値を指定します。

3. ビルトイン アサーションと同様に、カスタム アサーションを使用します。

 

 

 

フィルタの拡張
このセクションでは、新しいフィルタで DevTest Solutions を拡張する方法について説明します。

フィルタの作成

DevTest Solutions が提供するフィルタには、エンタープライズ ソフトウェアをテストするために必要なロジックの大半
が含まれています。ただし、特定の状況に対処するために独自のフィルタを作成できます。 は、カスタム フィルタのビ
ルトイン サポートを提供します。

以下の手順に従います。

1. com.itko.lisa.test.FilterBaseImpl を拡張する Java クラスを作成します。
このクラスは、クラスがカスタム フィルタであることを  に知らせます。

public class FilterFileFirstLine extends FilterBaseImpl

{

}

2. 必要な getTypeName メソッドを実装します。
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このメソッドは、モデル エディタでカスタム フィルタを識別するために使用される名前を提供します。

public String getTypeName()

{

    return "File First Line Filter";

}

3. フィルタに対するパラメータを定義します。
モデル エディタの［フィルタ］タブにある［フィルタの属性］セクションの各アイテムについて、Parameter を
フィルタの ParameterList に追加します。この例では、カスタム フィルタは次の 2 つのパラメータをとります。
– ファイルの最初の行のテキストが FTP ホストを表すかどうかを識別するためのチェック ボックス
– 行が格納されているパラメータを識別するためのテキスト ボックス
以下のコードは、この 2 つのパラメータを作成します。

public ParameterList getParameters()

{

    ParameterList p = new ParameterList();

    p.addParameter( new Parameter( "Is FTP", ISFTP_PARAM, new Boolean(isftp).toString(), Boolean.class ) );

    p.addParameter( new Parameter( "New Property", PROP_PARAM, prop, TestExec.PROPERTY_PARAM_TYPE));

    return p;

}

4. DOM 要素の値によってカスタム フィルタ オブジェクトを初期化します。
は、フィルタを実行しようとするときに、カスタム クラスのインスタンスを最初に作成します。 は、フィルタを定
義した XML エレメントを渡す initialize メソッドをコールします。パラメータの子要素の値を新しいインスタンスに
格納する必要があります。
たとえば、テスト ケースには、以下の例のようなフィルタを含めることができます。

<Filter type="com.mycompany.lisa.ext.filter.FilterFileFirstLine"

    isftp="true" prop="THE_LINE" />

initialize メソッドで、isftp 変数を true に設定し、prop 変数を THE_LINE に設定します。

static private String ISFTP_PARAM = "isftp";

static private String PROP_PARAM = "prop";

private String prop;
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private boolean isftp;

//...

public void initialize( Element e ) throws TestDefException

{

    try {

        String s = XMLUtils.findChildGetItsText( e, ISFTP_PARAM ).toLowerCase();

        if( s.charAt(0) == 'y' || s.charAt(0) == 't' )

            isftp = true;

        else

            isftp = false;

    }

    catch( Exception ex ) {

        isftp = false;

    }

    prop = XMLUtils.findChildGetItsText( e, PROP_PARAM );

    if( prop == null || prop.length() == 0 )

    prop = "FILE_FIRST_LINE";

}

このコードは、com.itko.util.XMLUtils という名前の lisa-util-release#.jar のユーティリティ クラスを使用します。
このクラスは、指定された親タグの子タグを検索し、そのタグの子テキストを読み取ります。getParameters の各パ
ラメータ オブジェクトをフィルタ タグの子タグにすることによって、 がフィルタの XML 表現を自動的に書き込むこ
とから、この方法は役立ちます。各パラメータ キーがタグ名になり、タグの子テキストが値になります。
フィルタが prop キーを定義する場合、フィルタのデフォルト名は {{propValue}} です。propValue は、prop パラ
メータの値です。フィルタが prop キーを定義しない場合、フィルタのデフォルト名は、getTypeName メソッドか
ら返された文字列です。FilterFileFirstLine サンプル クラスは、このキーを次のように定義します。

static private String PROP_PARAM = "prop"; 

5. テスト ステップの前後にフィルタが実行されるため、フィルタ ロジックを実装する 2 つのオプションがあります。
subPreFilter メソッドを使用してノード実行前のフィルタ ロジックを実装します。TestExec パラメータは、テスト
環境（ログ、イベントなど）へのアクセスを提供します。フィルタが、実行する新しいノードを設定する場合は、戻
り値の型をブール値とすることで true が返されます。それ以外の場合は、false が返されます。
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この例では、ノード実行前のフィルタリングが目的ではないため、subPreFilter メソッドは何も実行しません。

public boolean subPreFilter( TestExec ts ) throws TestRunException

{

    // don't have anything to do...

    return false;

}

subPostFilter メソッドを使用してノード実行後のフィルタ ロジックを実装します。TestExec パラメータは、テス
ト環境（ログ、イベントなど）へのアクセスを提供します。テストを通常どおりに継続する必要がある場合、戻り値
の型をブール値とすることで false が返されます。それ以外の場合は、true が返されます。
この例では、ノードから返されるファイルの最初の行を新しいプロパティに格納します。［isFTP］チェックボック
スがオンの場合は、先頭に ftp:// が付きます。
ユーザは、テスト ステップ レベルまたはテスト ケース レベルでフィルタを使用できます。結果がフィルタを
実行するための適切な状態であるかどうかを確認するロジックをフィルタに追加します。たとえば、フィルタで
LASTRESPONSE が FileDataObject を保持することが前提となっている場合は、フィルタ ロジックを実行する前に
そのことを確認します。

public boolean subPostFilter( TestExec ts ) throws TestRunException

{

    try {

        Object oresponse = ts.getStateObject( "LASTRESPONSE" );

        if (!(oresponse instanceof FileDataObject))

            return false;

        FileDataObject fdo = (FileDataObject)oresponse;

        String firstline = fdo.getFileFirstLine();

        if((firstline ==null) || (firstline.equals(""))) {

            ts.setStateValue( prop, "" );

            return false;

        }

        if( isftp )

            firstline="ftp://" + firstline;
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        ts.setStateValue( prop, firstline );

        return false;

    }

    catch( Exception e )

    {

        throw new TestRunException( "Error executing FilterFileFirstLine", e );

    }

}

フィルタの展開

テスト ケースでカスタム フィルタを使用するには、モデル エディタでカスタム フィルタを使用できるようにする必要
があります。

以下の手順に従います。

1. に、lisaextensions ファイルでの新しいカスタム フィルタの検索を以下のように指示します。

filters=com.mycompany.lisa.FilterFileFirstLine

 com.mycompany.lisa.FilterFileFirstLine=com.itko.lisa.editor.FilterController,com.itko.lisa.editor.DefaultFilterEditor

wizards.xml ファイルのウィザードに、このフィルタを追加することもできます。
2. カスタム フィルタと lisaextensions ファイルを含む JAR ファイルを LISA_HOME\hotDeploy ディレクトリにコ
ピーします。
カスタム フィルタがサードパーティ ライブラリに依存している場合には、それらのライブラリを LISA_HOME
\hotDeploy ディレクトリにコピーします。
この例では、以前に記述された FilterFileFirstLine が lisaint-examples.jar にすでにパッケージ化されています。この
ファイルが含まれる examples.zip ファイルを「SDK の使用」からダウンロードできます。このカスタム フィルタ
は、サードパーティ ライブラリに依存しません。

3. をすでに実行している場合は、この新しい設定を有効にするために、プログラムを終了してから再起動します。

フィルタの定義およびテスト

この手順では、新しいフィルタの定義について説明します。

以下の手順に従います。

1. getTypeName メソッドで指定したテキストを選択して、フィルタの［タイプ］を変更します。
2. カスタム フィルタにパラメータを設定します。
［フィルタの属性］セクション内の各パラメータに対して、値を指定します。

3. ビルトイン フィルタと同様に、カスタム フィルタをテストします。
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カスタム レポート ジェネレータ
このセクションでは、新しいレポートを持つ DevTest Solutions を拡張する方法について説明します。

レポート ジェネレータの作成

は、カスタム レポート ジェネレータのビルトイン サポートを提供します。事前定義済みのレポート ジェネレータは、
ほとんどの状況に関する出力を提供します。ただし、サイト固有の状況に対処するために独自のレポート ジェネレータ
を作成することができます。

以下の手順に従います。

1. com.itko.lisa.coordinator.ReportGenerator を拡張する Java クラスを作成します。
このクラスは、クラスがカスタム レポートであることを  に知らせます。

public class ReportEventsToFile extends ReportGenerator

{

}

2. 必要な getTypeName メソッドを実装します。
このメソッドは、ステージング ドキュメント エディタでカスタム レポートを識別するために使用される名前を提供
します。

public String getTypeName()

{

    return "Report Events To a File";

}

3. レポートに対するパラメータを定義します。
ステージング ドキュメント エディタの［レポート］タブにある［レポートの属性］セクションの各アイテムについ
て、Parameter をレポートの ParameterList に追加します。

4. 指定された ParameterList によってカスタム レポート ジェネレータ オブジェクトを初期化します。
は、レポートを実行しようとするときに、カスタム クラスのインスタンスを最初に作成します。その
後、initialize メソッドをコールし、ステージング ドキュメントの XML から読み取られた ParameterList を渡しま
す。getParameters の各パラメータ オブジェクトをレポート XML タグの子タグにすることによって、 はレポート属
性の XML 表現を自動的に読み書きします。各パラメータ キーがタグ名になり、タグの子テキストが値になります。

5. テストの実行中に、 は、フィルタされていないすべてのイベントに対して pushEvent メソッドを呼び出します。
6. finished メソッドを実装します。
は、テストを完了すると、レポート ジェネレータでこのメソッドを呼び出します。この呼び出しにより、ユーザは
処理（現在のドキュメントの保存など）を完了することができます。

レポート ジェネレータの展開

ステージング ドキュメントでカスタム レポートを使用するには、カスタム レポートを使用できるようにする必要があり
ます。
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以下の手順に従います。

1. に、lisaextensions ファイルでの新しいカスタム レコード ジェネレータの検索を以下のように指示します。

reportGenerators=com.mycompany.lisa.ReportEventsToFile

lisa.editor.reportGenerators キーを使用して、lisa.properties ファイルでレポートを追加することもできます。
2. カスタム レポートと lisaextensions ファイルを含む JAR ファイルを LISA_HOME\hotDeploy ディレクトリに コ
ピーします。
カスタム レポートがサードパーティ ライブラリに依存している場合には、それらのライブラリを LISA_HOME
\hotDeploy ディレクトリにコピーします。

3. をすでに実行している場合は、この新しい設定を有効にするために、プログラムを終了してから再起動します。

レポート ジェネレータの使用

ステージング ドキュメント エディタでカスタム レポートを使用するには、標準レポートと同じ方法でアクセスします。

カスタム レポート メトリック
このページでは、新しいレポート メトリックで DevTest Solutions を拡張する方法について説明します。

レポート メトリックの作成

テスト ケースのステージング時に、 内のサブシステムはメトリックの値をサンプリングします。その後、 は、ステージ
ング ドキュメントで定義されている方法で、それらの値をレポートします。ステージング ドキュメントには、収集する
メトリックが含まれます。これらは、テストの実行時に追加することもできます。

メトリック収集のために次の 2 つのクラスを作成する必要があります。

• Metric Integrator は、収集するメトリックを表示および編集する方法を提供します。
• Metric Collector は、テストの実行中に値をサンプリングするエンジンです。

以下の手順に従います。

1. com.itko.lisa.stats.MetricIntegration を実装する Java クラスを作成します。
このクラスは、テストのステージング中にアクセスするメトリックを提供します。

public class RandomizerMetricIntegration implements MetricIntegration

{

}

2. 必要な getTypeName メソッドを実装します。
このメソッドは、ステージング ドキュメント エディタでカスタム レポート メトリック タイプを識別するために使用
される名前を提供します。

public String getTypeName()

{

    return "Randomizer Metric";
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}

3. public MetricCollector[] addNewCollectors(Component parent) メソッドを実装します。これにより、設計時に、
コードが、収集を要求されたメトリックを定義できるようになります。

4. com.itko.lisa.stats.MetricCollector を拡張する Java クラスを作成します。
は、要求されたメトリックを収集するために、このクラスのインスタンスをコールします。また、このクラス
は、Serializable を実装する必要があります。

public class RandomMetricCollector extends MetricCollector implements java.io.Serializable

{

}

5. MetricIntegration および MetricCollector オブジェクトの実装を完了します。
拡張に使用可能な個別のメソッドの詳細については、これらのクラスのインストール ディレクトリにある doc フォ
ルダ内の Javadoc と、RandomizerMetricIntegration および RandomMetricCollector のサンプル コードを参照し
てください。

レポート メトリックの展開

ステージング ドキュメントでカスタム レポート メトリックを使用するには、カスタム レポート メトリックを使用でき
るようにする必要があります。

以下の手順に従います。

1. に、lisaextensions ファイルでの新しいカスタム レポート メトリックの検索を以下のように指示します。

metrics=com.mycompany.lisa.metric.RandomizerMetricIntegration 

stats.metrics.types キーを使用して、lisa.properties ファイルでレポート メトリックを追加することもできます。
2. LISA_HOME\hotDeploy の  hotDeploy ディレクトリに、メトリックが含まれている JAR ファイルおよび

lisaextensions ファイルをコピーします。
カスタム メトリックがサードパーティ ライブラリに依存する場合には、それらのライブラリを hotDeploy ディレク
トリにコピーします。

3. をすでに実行している場合は、この新しい設定を有効にするために、プログラムを終了してから再起動します。

カスタム コンパニオン
このセクションでは、新しいコンパニオンで DevTest Solutions を拡張する方法について説明します。

2 つの異なる方法でカスタム コンパニオンを作成できます。ネイティブ コンパニオンはネイティブ テスト ステップが作
成されるのとほとんど同じ方法で作成されます。カスタム Java テスト ステップに少し似ていて、 がエディタとシリア
ル化のほとんどのオーバーヘッドからユーザを保護する簡単な方法があります。その方法は、ここに記載されています。

NOTE
コンパニオンに重複したパラメータの値が含まれている場合、テスト ケースを保存するときに重複が除外され
ます。ユーザ インターフェースの変更を表示するには、テスト ケースを閉じてから再度開く必要があります。
この問題は、カスタム コンパニオンのライフサイクルの実装での問題のため、カスタム コンパニオンに固有で
す。

.tst ファイルに重複したパラメータを書き込んだカスタム コンパニオンが含まれるテスト ケースがある場合、
回避策があります。.tst ファイルを再オープンし、保存をクリックして .tst ファイルを閉じてから、再オープン
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します。重複は保存中に削除されます。ただし、コンパニオンの UI は更新されず、この変更は反映されませ
ん。変更を表示するには、閉じてから再度開く手順が必要です。

コンパニオンの作成

ge はバージョン管理されていません。このスペースのすべてのバージョンは、同様に提供され、同じコンテンツが含ま
れています。

事前定義済みの SimpleCompanion を拡張するコンパニオンを作成できます。

以下の手順に従います。

1. com.itko.lisa.test.SimpleCompanion を拡張する Java クラスを作成します。
このクラスは、コンパニオン ロジックを作成、編集、および実行するために必要な情報を提供します。
public class AllowedExecDaysCompanion extends SimpleCompanion implements Serializable

{

}

リモートでステージングされるテストでコンパニオンが使用される場合は、Serializable を実装します。
2. 必要な getTypeName メソッドを実装します。
このメソッドは、モデル エディタでコンパニオンを識別する名前を提供します。
public String getTypeName()

{

    return "Execute Only on Certain Days";

}

3. getParameters メソッドを実装します。
このメソッドは、コンパニオンを実行するために必要なパラメータを提供します。このメソッドのスーパークラス実
装もコールします。モデル エディタにより、以下に示すパラメータを編集できます。これらのパラメータは、実行時
に提供されます。コンパニオンにパラメータが必要な場合にのみ、このメソッドを実装してください。

public ParameterList getParameters()

{

    ParameterList pl = super.getParameters();

    pl.addParameter( new Parameter( "Allowed Days (1=Sunday): ", DAYS, "2,3,4,5,6",
 String.class ) );

    return pl;

}

4. testStarting メソッドを実装します。
DevTest は、ユーザが要求するパラメータを使用してこのメソッドをコールします。エラーが発生した場合など、テ
ストの通常の実行を終了するときは、TestRunException をスローします。

protected void testStarting( ParameterList pl, TestExec testExec )

    throws TestRunException

5. TestEnded メソッドを実装します。
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DevTest は、ユーザが要求するパラメータを使用してこのメソッドをコールします。テストの実行後処理ロジックを
実行することができます。

protected void testEnded( ParameterList pl, TestExec testExec )

    throws TestRunException

6. （オプション）ポータル テスト監視機能に統合するための setLongMsg メソッドを実装します。
コンパニオンの詳細メッセージを指定できます。

public void setLongMsg( boolean isStarting, String msg )

コンパニオンの展開

コンパニオンは、起動時に  に明示的に宣言する必要があります。これにより、オーサリング フレームワークで、コンパ
ニオンをテスト ケースで使用可能にすることができます。

ネイティブ テスト テスト ステップと同様に、3 つのクラスがコンパニオンに必要ですが、 は、ここに記載されていない
2 つのクラスのデフォルト実装を提供します。デフォルト コントローラは com.itko.lisa.editor.CompanionController
で、エディタ名は com.itko.lisa.editor.SimpleCompanionEditor です。実行する最終ステップの設定コンパニオンとい
う名前のビルトイン コンパニオンがこれらのクラスで定義されていることに注意してください。サンプルとしてそのコ
ンパニオンの登録を使用します。Lisaextensions ファイルで接続されます。

companions=com.mycompany.lisa.AllowedExecDaysCompanion

com.mycompany.lisa.AllowedExecDaysCompanion=com.itko.lisa.editor.CompanionController,com.itko.lisa.editor.SimpleCompanionEditor

lisaextensions ファイルの詳細については、「DevTest Solutions の拡張」を参照してください。

すべてのカスタム テスト要素と同様に、開発したクラスと lisaextensions ファイルを  で使用できるようにする必要が
あります。それらを使用可能にする最も一般的な方法は、LISA_HOME\lib ディレクトリに JAR ファイルを配置すること
です。

注： カスタム コンパニオンでは、StepNameChangeListener インターフェースを実装し、いずれかのステップの名前
が変更されたときに通知を受信できます。SDK 開発者は、カスタム コンパニオンによってテストのステップのドロップ
ダウン リストが表示された場合にこれを実装します。例は、実行する最終ステップ コンパニオンです。これにより、テ
ストの作成者が後処理ステップを選択できるように、ステップ名の一覧が表示されます。ステップ名が変更されたとき
の実行する最終ステップ コンパニオンへの通知を有効にするために、このコード変更が追加されました。

フックの使用
このセクションでは、新しいフックで DevTest Solutions を拡張する方法について説明します。

###は、 で実行されるすべてのテストのテスト セットアップ ロジックまたはテスト後処理ロジックを含むメカニズムで
す。フックはシステム全体にわたるコンパニオンと言えます。

フックは、以下のように使用されます。

• テスト環境を設定する。
• 正しく設定されていないテストまたは定義されたベスト プラクティスに従っていないテストの実行を防止する。
• 共通の操作を実施する。
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フックが実行できるものはすべて、コンパニオンとしてもモデル化できます。ただし、フックとコンパニオンにはいくつ
かの相違点があります。

• フックはスコープ内でグローバルです。コンパニオンには必要な処理ですが、ユーザはフックを特にテスト ケースに
含めません。すべてのテストにロジックを含める必要があり、それをユーザが誤って含めないことを防止したい場合
は、フックを使用することをお勧めします。

• コンパニオンにはカスタム パラメータがあり、コンパニオンはモデル エディタで表示されます。フックはユーザから
実質的に見えないため、特別なパラメータを要求できません。フックは、設定のプロパティまたはシステムからそれ
自体のパラメータを取得します。

• フックはテスト ケース レベルではなく、インストール レベルで展開されます。2 台のコンピュータでテストを実行
すると仮定します。一方のコンピュータでのみフックを登録し、もう一方では登録しないとします。この場合、フッ
クが明示的に展開されているコンピュータにテストがステージングされる場合にのみフックが実行されます。定義さ
れているコンパニオンは、インストール レベルの設定にかかわらず実行されます。

フックの作成

以下の手順に従います。

1. com.itko.lisa.test.Hook を拡張する Java クラスを作成します。
このクラスは、フックのロジックを実行するために必要な情報を提供します。

public class HeadlineHook extends Hook

{

}

2. startupHook メソッドを実装します。
は、テストの開始時にこのメソッドをコールします。エラーが発生した場合など、テストの通常の実行を終了すると
きは、TestRunException をスローします。

public void startupHook( TestExec testExec ) throws TestRunException

3. endHook メソッドを実装します。
テストの実行後処理ロジックを実行することができます。

public void endHook( TestExec testExec )

4. （オプション）ポータル テスト監視機能に統合するための setLongMsg メソッドを実装します。
フックの詳細なメッセージを指定することができます。

public void setLongMsg( boolean isStarting, String msg )

フックの展開

lisa.properties ファイル内のクラス名がフックを登録すると、フックが展開されます。フックに使用されるシステム プ
ロパティ キーは lisa.hooks です。例を以下に示します。

# to register hooks with LISA, these are comma-separated
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lisa.hooks=com.itko.lisa.files.SampleHook,com.mycompany.lisa.HeadlineHook

 

上記の lisa.properties エントリは、すべてのテストを実行する 2 つのフックを展開します。

カスタム データセット
このセクションでは、新しいデータ セットで DevTest Solutions を拡張する方法について説明します。

データ セットはテスト ステップが作成されるのとほとんど同じ方法で作成されます。 は、エディタおよびシリアル化の
ほとんどのオーバーヘッドからユーザを保護する簡単な方法を提供します。この方法では、コントローラおよびエディタ
のデフォルト クラスの実装を使用します。このより単純な方法は、ここに記載されています。

データ セットの特性

データ セットはそれらが本質的にリモート サーバ オブジェクトであるという点で  内の他のすべての拡張子メカニズム
とは異なります。何千もの仮想ユーザ全員が同じスプレッドシート ファイルにアクセスしようとするロード テストを考
えてください。 では、それらすべての仮想ユーザが読み取ることができるようにスプレッドシートを提供する単一のオ
ブジェクトを作成する必要があります。

では、カスタム データ セットを自動的にリモート処理するためのインフラストラクチャが提供されます。通常、この一
意の特性に関連している特定の問題はありません。ただし、共有されているため、個々のテスト ケースまたはテスト実
行状態に対するアクセス権がありません。これは、TestCase または TestExec のオブジェクトに対するアクセス権がな
いことを意味します。クラスは、テストをステージングしているコーディネータのアドレス空間で実行されます。この
コーディネータは、必ずしもテスト中にシステムと通信しているコーディネータというわけではありません。

新しいデータ セットの作成

以下の手順に従います。

1. com.itko.lisa.test.DataSetImpl を拡張する Java クラスを作成します。
このクラスは、データ セット ロジックを実行するために必要な情報を提供します。

public class SomeDataSet extends DataSetImpl

 {

 }

データセット オブジェクトは、リモート RMI オブジェクトであるため、コンストラクタおよび一部のメソッドから
RemoteException をスローできます。

2. 必要な getTypeName メソッドを実装します。
このメソッドは、テスト ケース エディタでコンパニオンを識別するために使用される名前を提供します。

public String getTypeName()

 {

 return "Nifty Data Set";

 }
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getTypeName メソッドが返す文字列は、新しいデータ セットのデフォルト名です。
3. getParameters メソッドを実装します。
このメソッドは、コンパニオンを実行するために必要なパラメータを提供します。このメソッドのスーパークラス実
装もコールする必要があります。テスト ケース エディタにより、以下に示すパラメータを編集できます。パラメー
タは、実行時に提供されます。コンパニオンにパラメータが必要な場合にのみ、このメソッドを実装してください。

public ParameterList getParameters() throws RemoteException

{

ParameterList pl = super.getParameters();

// ...

return pl;

}

Parameters および ParameterLists の詳細については、「DevTest Solutions の拡張」を参照してください。
4. 2 つの必要な initialize メソッドを実装します。
内で XML または ParameterList システムからデータ セットを初期化できるように、これらのメソッドが提供されて
います。

public void initialize(Element dataset)

 throws TestDefException

 public void initialize(ParameterList pl, TestExec ts)

 throws TestDefException

5. getRecord メソッドを実装します。
は、データ セットのデータ ソースから別の行が必要な場合に、このメソッドをコールします。エラーが発生した場
合など、テストの通常の実行を終了するときは、TestRunException をスローします。

synchronized public Map getRecord()

 throws TestRunException, RemoteException

データ ソース内の行が足りない場合は、ユーザが必要とする 2 つの可能な条件についてコードを明記する必要があり
ます。
– もう一度先頭からデータ ソースの読み取りを自動的に再開する。また、
– データ ソースの行が足りないことを示し、テスト ワークフローが状態を反映するように、このメソッドから null
を返す。

以下の例は、この機能の擬似コードを示しています。

Read next row

 If no-next-row, Then
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 If there is no "at end" parameter specified, Then

 Re-open the data source

 Read next row

 Else

 Return null

 Return row values

 

NOTE
DataSet インターフェースの API には、パブリック String getType() メソッドが含まれています。このメソッ
ドは、このインターフェースを実装するクラスのクラス名を返します。

新しいデータ セットの展開

データ セットは、 の起動時に  に明示的に宣言する必要があります。これにより、オーサリング フレームワークで、
データ セットをテスト ケースで使用可能にすることができます。ネイティブ テスト ノードのように、データ セットに
は 3 つのクラスが必要です。 は、ここに記載されていない 2 つのクラスのデフォルト実装を提供します。デフォルト コ
ントローラは com.itko.lisa.editor.DataSetController であり、エディタ名は com.itko.lisa.editor.DefaultDataSetEditor
です。一部のビルトイン データ セットが、これらのクラスを使用することに注意してください。

これらは lisaextensions ファイルで以下のように接続されます。

datasets=com.itko.examples.dataset.CSVDataSet

 com.itko.examples.dataset.CSVDataSet=com.itko.lisa.editor.DataSetController,com.itko.lisa.editor.DefaultDataSetEditor

データ セットの登録方法の詳細については、「DevTest Solutions の拡張」で、lisaextensions ファイルに関する情報を
参照してください。

すべてのカスタム テスト要素と同様に、開発したクラスと lisaextensions ファイルを  で使用可能にします。それらを
利用できるようにする最も一般的な方法は、ホット デプロイ ディレクトリに配置されている jar ファイルにそれらをバ
ンドルすることです。

開発者ツールの使用
開発者は、独自の Java IDE から仮想サービスを作成、展開、および管理できます。

利用可能な DevTest プラグイン / ライブラリ：

開発者向け Service Virtualization ツールキットで提供されるツールの使用の詳細については、YouTube の「 Service
Virtualization for Developers Toolkit」再生リストを参照してください。
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Eclipse プラグイン

• このプラグインを使用して、Eclipse IDE から仮想サービスを作成、更新、展開、および管理します。
• 詳細については、「Eclipse 用 VSE マネージャ プラグイン」を参照してください。

IntelliJ プラグイン

• IntelliJ IDEA プラグインを使用して、仮想サービスを作成、展開、および管理します。
• 詳細については、「IntelliJ IDEA 用 VSE マネージャ プラグイン」を参照してください。

SV API

• DevTest Solutions は、以下のパブリック API を提供します。
– Service Virtualization API v3
– 仮想サービス呼び出し API
– テスト呼び出し API
– REST 呼び出し API
– LISA Invoke

• 詳細については、「API の使用」を参照してください。

Jenkins

• プラグインを使用して、Jenkins UI から Service Virtualization エンタープライズ エディションの仮想サービスの管理
とテストのプロビジョニングを実行できます。

• 詳細については、「Service Virtualization での Jenkins プラグインの使用」を参照してください。

.NET 用 SV

• SV4dotnet ライブラリは、.NET 開発者に、CA Service Virtualization 機能と新しく利用可能な BlazeVSE 模擬サービ
スの作成を提供します。

• 開発者は、SV/BlazeVSE の仮想/模擬サービスを独自の .NET コードから直接作成、更新、展開できます。
• GitHub で利用できます。

CodeSV

• CodeSV は、開発者向けの無料で軽量な Java ライブラリで、ユニット テスト コードで直接仮想サービスを簡単に定
義および設定できるシンプルなネイティブ API を提供します。

• 詳細については、「CodeSV」を参照してください。

コードとしての SV

• プラグインを使用すると、IDE から Java で直接 HTTP 仮想サービス定義を作成できます。
• GitHub で利用できます。

Service Virtualization での Jenkins プラグインの使用
Service Virtualization 用の Jenkins プラグインを使用して、Jenkins UI から Service Virtualization の Enterprise エディ
ション上の仮想サービスの管理とテストのプロビジョニングを実行できます。

フィードバックを提供し、コミュニティのサポートを受ける DevTest コミュニティ ページを参照してください。

このセクションには、以下の情報が含まれています。

以下のビデオでは、Jenkins CI/CD プロセスを使用して DevTest 仮想サービスに統合する方法を示します。
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前提条件

プラグインには以下の前提条件があります。

• DevTest 10.3 以降のインストール
• Jenkins 2.73.3 以降。

インストール

以下のリンクで、Service Virtualization の Jenkins ページに移動できます。

Service Virtualization Jenkins プラグイン

NOTE

Service Virtualization Jenkins プラグイン ページには、GitHub へのリンクが含まれています。プロジェクトを
分岐し、コードを変更する場合は、GitHub からソース コードをダウンロードできます。そうでない場合、プラ
グイン マネージャを使用して、Jenkins からプラグインをインストールします。

このプラグインを Jenkins プラグイン マネージャでインストールします。

Jenkins プラグイン マネージャを使用する方法の詳細については、Jenkins documentation page: Managing Plugins を参
照してください。

設定

以下の手順に従います。

1. Jenkins プラグインのウィンドウで、［Manage Jenkins］を選択してから、［Configure System］を選択します。
2. ［Service Virtualization Configuration］にある以下のすべてのフィールドに入力します。

– レジストリ ホスト URL (レジストリの IP アドレス/ホスト名)。
– ポート（レジストリ エンドポイントのポート）。
– レジストリ認証情報。Jenkins 認証情報プラグイン（ユーザ名/パスワード認証情報）を使用します。
– https のセキュリティを使用するように、DevTest API がセットアップされている場合は、［Use https］ チェッ
ク ボックスをオンにします。

NOTE

ホストとポートの情報は LISA プロパティ ファイルで確認できます。ユーザ名とパスワードは、データベース
に格納されます。

3. ［テスト接続］をクリックします。
4. ［保存］をクリックします。
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NOTE

個々のプロジェクトでは、カスタム レジストリ エンドポイントのオプションを使用して、グローバル接続設定
を上書きできます。

マスタスレーブ設定

マスタスレーブ設定では、mar ファイルをワークスペース内に配置し、相対パスを使用することをお勧めします。

例：

マスタは Jenkins サーバを実行しています。スレーブ（Jenkins エージェントが実行されている場所）で、mar ファイル
はワークスペース内に配置されます。同じマシンから mar ファイルを選択することで、スレーブ上でプロジェクトを実
行するマスタからジョブをトリガできます。

Windows スレーブ

VSE： example1-vse

相対パス： mar\example1.mar

Linux スレーブ

VSE： example1-vse

相対パス： mar/example1.mar

機能

プラグインの Build 設定では、Service Virtualization 用 Jenkins プラグインの機能を設定できます。

新しいビルド ステップの追加

1. ［Build］セクションで［Add build step］を選択します。
2. ドロップダウン リストから追加するステップを選択します。
3. パラメータを定義します。

既存のビルド ステップの設定

1. Jenkins プラグインのホーム画面から設定する、既存のアイテムを選択します。
2. 個別のステップを選択し、［Configure］を選択します。
3. ［Build］セクションのパラメータを定義します。

カスタム レジストリ エンドポイントの使用

デフォルトのパラメータを上書きするため各ビルド ステップにエンドポイントのカスタムのレジストリを使用できま
す。カスタム レジストリを使用するには、ビルド ステップの下にある、［Use custom registry endpoint］チェック
ボックスをオンにして、必須フィールドに入力します。
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新機能には以下が含まれます。

• 仮想サービスの展開
• 仮想サービスの作成および展開
• テスト ケースおよびテスト スイートの展開
• 仮想サービスの開始、停止、または展開解除。
• パイプラインのサポート

NOTE

すべての機能で、Jenkins パラメータがサポートされています。プロジェクト設定の［This Project is
parameterized］オプションを選択し、jenkins パラメータを有効にします。

仮想サービスの展開

仮想サービスを MAR ファイルで展開するには、［VSE name］と、［MAR file］の場所を入力します。
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MAR ファイルへのパスの例:

• dir/test.mar
ジョブ ワークスペースでの MAR ファイルへの相対パス。

• **/*.mar
再帰的なディレクトリ構造内のすべての MAR ファイルに一致するワイルドカード形式です。

• artifacts/*.mar
特定のディレクトリ内のすべての MAR ファイルに一致するワイルドカード形式です。

• file:///C:/something/test.mar
DevTest マシンのファイル システム上で、MAR ファイルをポイントします。

• http://something/test.mar
MAR ファイルの HTTP 形式での場所です。

NOTE

［MAR ファイル］フィールドでは、個別の行またはカンマで区切られた複数の文字列をサポートします。

仮想サービスの作成および展開

仮想サービスを作成するには、VSE 名を入力し、必要な入力ファイルを指定します。

入力ファイル 1： 要求/応答ペア（ファイルまたは zip）または VSM/VSI。

入力ファイル 2： VSI/VSM または Swagger、RAML、または WADL ファイルで、対応するフィールドを使用。
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IMPORTANT
［アクティブな設定］フィールドに有効なプロジェクト設定ファイルを指定すると、設定プロパティを上書き
できます。設定ファイルの指定は、デフォルトの project.config よりも優先されます。

データ ディレクトリに格納される従属データ ファイルは、［データ ファイル］フィールドで指定できます。複数のファ
イルを zip 形式でアップロードできます。データファイルとして zip ファイルを使うには、データ ファイルが zip 形式で
あり、ファイルを 2 回圧縮する必要があります。

サポートされているデータ ファイル拡張子は <LISA_HOME/contenttype.xml> で参照できます。

テスト ケースおよびテスト スイートの展開

テスト ケースおよびテスト スイートを展開し開始するには、ドロップ ダウン リストから［Test Type］を選択し、
［MAR file］フィールドに MAR ファイルのパスを入力します。

選択したテスト タイプは、MAR ファイルの内容と一致する必要があります。たとえば、Test Type が Test に設定されて
いる場合、MAR ファイルにテストを含める必要があります。Test Type が test suite に設定されている場合、MAR ファ
イルにテスト スイートを含める必要があります。
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Service Virtualization でのテスト ケースの結果が Jenkins でのビルド ステップの結果にどのようにマップされるかを以
下に示します。

テスト ケース結果 Jenkins ビルド ステップ結果
失敗 UNSTABLE
ステージングに失敗しました | 中止 失敗
その他 PASSED

失敗したテスト ケースは、FAILURE ではなく UNSTABLE にマップされます。これは、特に異なるビルド ステップで複
数のテスト ケースを実行しているような場合は、一つのテスト ケースの失敗によって必ずしもビルド全体が失敗するわ
けではないためです。

NOTE

MAR ファイルは、ジョブのワークスペースに配置する必要があります。

NOTE

レポートを生成するには、［Post-Build Actions］のドロップダウン リストから［Service Virtualization
Report Publisher］を選択します。

仮想サービスの開始、停止、または展開解除。

仮想サービスを開始、停止、または展開解除するには、VSE 名と、選択した機能の VS 名を定義します。
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NOTE

［VS names］フィールドでは、個別の行で区切られた複数の文字列をサポートしています。

パイプラインのサポート

パイプラインのスクリプトでは、プラグインの設定とコマンドの実行もサポートされます。

プラグインによって提供される Jenkins パイプラインの使用可能なコマンドの詳細については、Service Virtualization プ
ラグイン パイプライン リファレンス ドキュメントを参照してください。

以下のビルド ステップごとの例を参照してください。

仮想サービスの展開

例 1： カスタム レジストリ エンドポイントを指定することにより、仮想サービスを展開（レジストリのエンドポイント
のグローバル設定も上書き）。

node {
    stage('SCM') {
        git credentialsId: 'gitCred', url: 'https://github.com/foo/bar.git'
    }
    stage('CA Service Virtualization Deploy VS') {
        // Overriding global configuration for DevTest Registry endpoint
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        svDeployVirtualService marFilesPaths: 'jenkins-plugin/webservices-vs.mar',
 vseName: 'VSE' , useCustomRegistry: true, host: 'DevTestHost.com', port: '1505',
 secured: true, tokenCredentialId: 'DevTestCred'
    }
}

例 2： レジストリのエンドポイントに対するグローバル設定により、仮想サービスを展開。

node {
    stage('SCM') {
        git credentialsId: 'gitCred', url: 'https://github.com/foo/bar.git'
    }
    stage('CA Service Virtualization Deploy VS') {
        svDeployVirtualService vseName: 'VSE', marFilesPaths: 'http://share.com/vs.mar
\nfile:///C:/VS/webservices.mar'
    }
}

テストの展開および実行
node {
    stage('SCM') {
        git credentialsId: 'gitCred', url: 'https://github.com/foo/bar.git'
    }
    stage('CA Service Virtualization Start Start') {
        svDeployTest testType: 'tests', marFilePath: 'folder/test.mar'
    }
    //Include the following lines if you want to generate test reports:
    stage('Generate test reports') {
        svPublishTestReport()
    }
}

テスト スイートの展開および実行

node {
    stage('SCM') {
        git credentialsId: 'gitCred', url: 'https://github.com/foo/bar.git'
    }
    stage('CA Service Virtualization Start TestSuite') {
        svDeployTest testType: 'suites', marFilePath: 'folder/testsuite.mar'
    }
    //Include the following lines if you want to generate test reports:
    stage('Generate test reports') {
        svPublishTestReport()
    }
}
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仮想サービスの停止
node {
    stage('CA Service Virtualization Stop VS') {
        svStopVirtualService  vseName: 'VSE', vsNames: '''WebServicesModel'''
    }
}

仮想サービスの開始
node {
    stage('CA Service Virtualization Start VS') {
        svStartVirtualService vseName: 'VSE', vsNames: '''WebServicesModel\nwebservices-
vs'''
    }
}

仮想サービスの展開解除
node {
    stage('CA Service Virtualization Undeploy VS') {
        svUndeployVirtualService vseName: 'VSE', vsNames: '''WebServicesModel
\nwebservices-vs'''
    }
}

例 3： レジストリのエンドポイントに対するグローバル設定により、仮想サービスを作成および展開。

node ('slave') {

    

    stage('CA Service Virtualization Create And Deploy VS') {

        // Overriding global configuration for DevTest Registry endpoint

        svCreateAndDeployVirtualService vseName: 'VSE', config:'{ "virtualService": { "version": "2", "name":

 "API_Test_1", "description": "Invoke API V2", "status": "" }, "transportProtocol": { "typeId": "HTTP",

 "basePath": "/", "useGateway": true, "duptxns": true, "hostHeaderPassThrough": false }, "dataProtocol":

 { "forRequest": true, "typeId": "RESTDPH" } }', deploy: 'true', inputFile1: 'file:///C:/API_Test_1.vsi',

 inputFile2: 'file:///C:/API_Test_1.vsm', useCustomRegistry: true, host: '127.0.0.1', port: '1505', secured:

 false, tokenCredentialId: 'svadmin'

    }

}
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エージェント

DevTest Solutions には、製品スイートのさまざまな機能をサポートする以下のエージェントが含まれています。

• Java エージェントは Java ベースのアプリケーション向けです。
• CICS エージェントおよび  LPAR エージェントは、メインフレーム アプリケーション向けです。

DevTest Solutions には、メインフレーム ブリッジも含まれています。これは、レジストリがメインフレーム エージェン
トと通信できるようにするコンポーネントです。

  

DevTest Java エージェント
Java エージェントは、Java プロセス（Java EE コンテナなど）の内部にインストールできるサーバ側テクノロジで
す。エージェントによって、 はサーバ側のアクティビティを制御およびモニタできます。

エージェントは、ほとんどのプロファイラが実行することを実行できます。たとえば、ロードされたクラス/オブジェク
ト、CPU 使用率、メモリ使用率、スレッドのモニタ、メソッド コールの追跡などです。ただし、エージェントは複数の
JVM にわたって動作し、 と一緒に使用することでテストに独自の機能をもたらします。

たとえば、テストまたはテスト ステップを実行することでバックグラウンドで発生するサーバのアクションを可視
化することができます。この機能は、バグおよびボトルネックを特定するのに役立ちます。この機能は、Application
Insight が実行するものに似ています。ただし、この機能は、コードまたは設定ファイルをインスツルメントする必要な
しに、Java アプリケーションが使用するすべてのプロトコルにわたって動作します。

また、エージェントは Service Virtualization をサポートしています。エージェントは、プロトコル全体のトラフィックお
よびメソッド コールの記録および再生を可能にします。エージェントは、仮想化するターゲット アプリケーションの領
域に対する完全な制御を Service Virtualization に与えます。エージェントは、プロトコルにかかわらずこの機能を実現す
る統合フレームワークを提供します。

このセクションには、以下のページがあります。

Java エージェントのアーキテクチャ
Java エージェントは Java エージェントの一種です。

Java エージェントは、Java 仮想マシン（JVM）に組み込まれているプログラムです。これらのプログラムは、実行中の
アプリケーションに関する情報の収集、アプリケーションの一部の仮想化などの多くの機能をサポートするように設計で
きます。

以下の図の大きな青い枠は、JVM を表しています。JVM にはエージェントおよびクラス ローダが含まれます。クラス
ローダは実行時に Java クラス ファイルをロードします。雲は、Java アプリケーションがロードするリソースを表して
います。
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Figure 30: Java エージェントの図

エージェントは JAR ファイルにパッケージ化されています。JVM は JAR ファイルへのパスを使用して設定する必要が
あります。Java 1.5 の時点では、パスおよび任意のオプションを指定するために -javaagent で始まる文字列を使用しま
す。以下に例を示します。

-javaagent:C:\myagent.jar=option1=true,option2=false 

単一の JVM に複数のエージェントを含めることができます。

 

Java エージェント コンポーネント
Java エージェントには、以下のコンポーネントがあります。

• エージェント自体
• ブローカ
• コンソール
• データベース

エージェントは、Java プロセスに組み込まれて実行されます。
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ブローカは、エージェント、コンソール、および組み込みのクライアントの間で Java Message Service （JMS）メッ
セージをディスパッチするハブです。

組み込みのクライアントは、エージェントのセット、それらの開いているキュー、現在のネットワーク接続など、ネット
ワーク全体/エージェントにまたがるプロパティを追跡します。そのため、組み込みのクライアントは、部分的なトラン
ザクション データを完全なトランザクションにアセンブルして、コンソールで利用できるようにします。部分的なトラ
ンザクションから完全なトランザクションを組み立てるプロセスは、######と呼ばれます。

データはアセンブルされた後、コンソールに送信され（短期）、長期保管するためにデータベースに保持されます。

このドキュメントでは、区別せずに、組み込みのクライアントをブローカと呼びます。

コンソールは、表示およびユーザの操作のためにブローカ（最近の場合）およびデータベース（より古い場合）からそれ
らの最終データを取得するクライアントです。コンソールは GUI コンポーネントである必要はありません。コンソール
には、コーディネータ、シミュレータ、仮想サービス環境、および  ポータルが含まれます。

NOTE
エージェントおよびブローカが別のコンピュータ上にある場合は、システム時刻が同期されていることを確認
します。

最大トランザクション サイズ

デフォルトでは、ブローカが処理できる最大トランザクションは 16 MB です。ブローカが 16 MB を超えるトランザク
ションを受信した場合、そのトランザクションは破棄されます。

［トランザクションサイズの上限］プロパティは、最大サイズを変更することができるブローカ プロパティです。た
とえば、より大きなトランザクションが想定される場合にサイズを増やすことができます。 ポータルの［エージェン
ト］ウィンドウから、このプロパティを設定できます。値の単位はバイトです。rules.xml ファイルでのこのプロパティ
の名前は、lisa.broker.transaction.max.size です。

Java エージェントのデータ フロー
以下の図は、Java エージェント コンポーネントおよびそれらのインタラクションを示しています。 
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以下の Java Message Service （JMS）宛先が、データのフローを指定します。
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• lisa.agent.info トピックは接続 1 および 2 上に送信されます。このトピックは、エージェントによって作成され、ブ
ローカおよびコンソールによって使用されます。このトピックによって、ブローカおよびコンソールは、現在オンラ
インのエージェントとその基本的なプロパティを確認できます。

• lisa.agent.port トピックは接続 1 上に送信されます。このトピックは、エージェントによって作成され、ブローカに
よって使用されます。このトピックによって、ブローカは、複数のエージェント間で現在アクティブである接続を確
認できます。

• lisa.agent.api トピックは接続 1 および 2 上に送信されます。このトピックは、コンソールによって作成され、エー
ジェントによって使用（およびエージェントに応答）されます。このトピックによって、コンソールは JMS を介して
エージェント API を呼び出すことができます。

• lisa.broker.api トピックは接続 2 上に送信されます。このトピックは、コンソールによって作成され、ブローカに
よって使用（およびブローカに応答）されます。このトピックによって、コンソールは JMS を介してブローカ API
を呼び出すことができます。

• lisa.stats トピックは接続 1 および 2 上に送信されます。このトピックは、エージェントによって作成され、ブロー
カおよびコンソールによって使用されます。このトピックによって、エージェントの現在のロード タイプがコンソー
ルに通知されます。また、このトピックによってブローカはそのデータをデータベースに保持できます。

• lisa.vse トピックは接続 1 および 2 上に送信されます。このトピックは、エージェントによって作成され、コンソー
ルによって使用されます。VSE がオンになっているとき、コンソールは VSE フレームを受信します（再生モードで
は、それらに応答します）。

• lisa.tx.partial キューは接続 1 上に送信されます。このキューは、エージェントによって作成され、ブローカによって
使用されます。エージェントは部分的なトランザクション（その JVM で発生するすべてのフレーム）をキャプチャす
ると、それをアセンブリのためにブローカに送信します。

• lisa.tx.full トピックは接続 2 上に送信されます。このトピックは、ブローカによって作成され、コンソールによって
使用されます。ブローカは lisa.tx.partial を介して受信した部分的なトランザクションのアセンブリを完了すると、
コンソールに完全なトランザクションを送信します。

• lisa.tx.incomplete トピックは接続 2 上に送信されます。このトピックは、ブローカによって作成され、コンソール
によって使用されます。このトピックは lisa.tx.full に似ていますが、許可されているタイムアウト内に完了できない
トランザクションに使用されます。

• JDBC 接続 3 は、ブローカが StatsFrame オブジェクトを保存するか、TransactionFrame オブジェクトを完全にア
センブルした場合に使用されます。

• コンソールは、メモリ内に保持されなくなったトランザクションまたは統計のクエリを実行するために JDBC 接続 4
を使用します。

すべての通信は非同期で、自動的に再確立できるため、エージェント、ブローカ、およびコンソールの起動順序は問題に
はなりません。この概念は、ブローカがダウンしていることが原因で発生するパフォーマンスの問題をエージェントが回
避するためなどに特に重要です。

エージェントはオンラインになると、一定の短い間隔で lisa.agent.info トピックを介して情報を送り始めます。

ブローカが使用可能でない場合、エージェントは接続が確立または再確立されるまでその他のリスナに何も通知しようと
しません。

ブローカが使用可能な場合、すべての通知先にオンラインのエージェントが迅速に通知されます。ブローカおよびコン
ソールは、それらのエージェントの実行リストを保持します。情報の送信を停止するとエージェントは期限切れになり、
しばらくしてリストから削除されます。

エージェントのオンライン通知

エージェントが起動プロセスを完了すると、すぐにブローカに通知を送信します。その他のコンポーネントは、その後、
エージェントのステータスを変更できます。たとえば、仮想サービス環境は、再生モードでエージェントを配置できま
す。

エージェントがブローカに通知を送信する前に強制的に待機させることができます。rules.xml ファイルのエージェント
セクションに lisa.agent.agent.report.online.delay プロパティを追加します。待機する秒数を値に設定します。

以下の例では、待機時間を 60 秒に設定します。
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<property key="lisa.agent.agent.report.online.delay" value="60"/>

Java エージェントのデータベース スキーマ
ブローカは、 Java エージェントのデータベース スキーマを自動的に作成します。

スキーマを手動で作成するには、LISA_HOME\database ディレクトリ内の以下のファイルから DDL ステートメントを
取得してください。

• db2_cai.ddl
• derby_cai.ddl
• mysql_cai.ddl
• oracle_cai.ddl
• sqlserver_cai.ddl
• postgresql_cai.ddl

その他の手段で DDL ステートメントを取得するには以下のコマンドを実行します。

java -jar LisaAgent.jar -ddl <oracle|sqlserver|mysql|derby|db2|postgressql> <output-file-name>

ファイル名を含めないと、DDL ステートメントがコマンド行にのみ表示されます。

通常は、セキュリティまたはプロセスに関する理由、あるいはマイグレーションまたはドキュメントに関する懸念からス
キーマを手動で作成します。

Java エージェントのデータ カテゴリ
Java エージェントは、以下のカテゴリのデータをキャプチャできます。

• クライアント
• EJB
• GUI （AWT、Swing、SWT）
• Java
• JCA
• JDBC
• JMS
• ログ
• REST
• RMI
• SAP
• スレッド： スレッド全体のステッチングを示す合成フレーム
• スローアブル
• TIBCO ActiveMatrix BusinessWorks
• webMethods Integration Server
• WebSphere MQ
• Web （HTTP/S）
• Web サービス

Java エージェントのインストール
このセクションでは、 Java エージェントをインストールする方法について説明します。
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Java エージェントには 2 つのバージョンがあります。

• Pure Java エージェント
• ネイティブ エージェント

Pure Java エージェントには、プラットフォーム依存のコードはありません。

ネイティブ エージェントは、プラットフォーム依存のライブラリ モジュールを必要とします。

ポータルから DevTest Java エージェント ファイルをダウンロードすることができます。 

WARNING
TIBCO BusinessWorks ベースラインを作成する必要がない場合は、Pure Java エージェントをインストールし
ます。この機能はネイティブ エージェントを必要とします。

NOTE

詳細情報：

• Pure Java エージェントのインストール
• ネイティブ エージェントのインストール
• エージェント パラメータ文字列のオプション
• Java エージェント インストール アシスタント
• プラットフォーム固有のエージェント設定
• Wily Introscope エージェント

Pure Java エージェントのインストール
このページでは、 Java エージェントの Pure Java バージョンをインストールする方法について説明します。

NOTE
ターゲット環境を事前に調査し、それがテストされていることを確認するか、または自分自身でテストしてく
ださい。Java エージェントの問題のほとんどは、アプリケーションではなく、オペレーティング システムま
たは JVM に起因しています。このドキュメントの指示に従うようにしてください。それでも解決できない場合
は、サポートに問い合わせる前に「Java エージェントのトラブルシューティング」を確認してください。

ポータルから DevTest Java エージェント ファイルをダウンロードすることができます。

以下の手順に従います。

1. LISA_HOME\agent ディレクトリから以下のファイルを取得します。
– LisaAgent.jar
– InsightAgent.jar（Oracle WebLogic Server 以外のすべてのプラットフォームで）
– LisaAgent2.jar（Oracle WebLogic Server で）

2. Java アプリケーションからの読み取り権限があり、自動的にアプリケーション クラスパス（\WEB-INF\lib ディレク
トリなど）でロードされないディスク上の任意の場所にファイルを配置します。

3. プラットフォーム固有のセクションに移動し、使用しているプラットフォーム用の手順に従います。
a. Oracle WebLogic Server 以外のすべてのプラットフォームについては、以下の形式でエージェント パラメータ文
字列を指定します。
 -javaagent:<path_to_InsightAgent.jar>=name=<agent_name>[,url=<broker_url>]
 

b. Oracle WebLogic Server については、以下の形式でエージェント パラメータ文字列を指定します。
 -javaagent:<path_to_LisaAgent2.jar>=name=<agent_name>[,url=<broker_url>]
 

4. Java アプリケーションを起動します。
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ネイティブ エージェントのインストール
このページでは、 Java エージェントのネイティブ バージョンをインストールする方法について説明します。

NOTE
ターゲット環境を事前に調査し、それがテストされていることを確認するか、または自分自身でテストしてく
ださい。Java エージェントの問題のほとんどは、アプリケーションではなく、オペレーティング システムま
たは JVM に起因しています。このドキュメントの指示に従うようにしてください。それでも解決できない場合
は、サポートに問い合わせる前に「Java エージェントのトラブルシューティング」を確認してください。

TIBCO BusinessWorks ベースラインを作成する場合、ネイティブ エージェントをインストールする必要があります。ま
た、エージェント パラメータ文字列に heap オプションを追加し、値を true に設定します。

ポータルから DevTest Java エージェント ファイルをダウンロードすることができます。 

以下の表に、ネイティブ エージェント用のプラットフォーム依存のライブラリ モジュールのファイル名を示します。

モジュール ファイル名
Windows（32 ビット JVM） JavaBinder.dll
Windows（64 ビット JVM） JavaBinder.amd64.dll
OS X （x86/x64） 32/64 ビット libJavaBinder.jnilib
Linux（x86）32 ビット libJavaBinder.x86.so
Linux（x64）64 ビット libJavaBinder.x64.so
Solaris（x86）32 ビット libJavaBinder.solaris.x86.so
Solaris（x64）64 ビット libJavaBinder.solaris.x64.so
Solaris（Sparc）32 ビット libJavaBinder.solaris.sparc32.so
Solaris（Sparc）64 ビット libJavaBinder.solaris.sparc64.so
HP-UX（RISC）32 ビット libJavaBinder.hp-ux.sl

 

以下の手順に従います。

1. LISA_HOME\agent ディレクトリから以下のファイルを取得します。
– LisaAgent.jar
– ターゲット環境用のプラットフォーム依存のライブラリ モジュール。

2. Java アプリケーションからの読み取り権限があり、自動的にアプリケーション クラスパス（\WEB-INF\lib ディレク
トリなど）でロードされないディスク上の任意の場所にファイルを配置します。

3. プラットフォーム固有のセクションに移動し、使用しているプラットフォーム用の手順に従います。以下の形式で
エージェント パラメータ文字列を指定します。

-
agentpath:<path_to_JavaBinder_file>=jar=file:<path_to_LisaAgent.jar>,name=<agent_name>[,url=<broker_url>]

4. Java アプリケーションを起動します。

エージェント パラメータ文字列のオプション
Java エージェントをインストールするときに、エージェント パラメータ文字列を指定します。このページでは、文字列
に含めることができるオプションについて説明します。
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WARNING
name オプションは必須です。

• 名前
エージェントの名前を定義します。以下の形式を使用します。

name=agent-name

わかりやすい名前を使用します。
複数のエージェントに同じ名前を使用しないようにしてください。

• url
エージェントが接続するブローカを定義します。以下の形式を使用します。

url=tcp://broker-host:broker-port

broker-host の部分は、ブローカが展開されているコンピュータの名前または IP アドレスに設定します。
broker-port の部分は、ブローカがリスンしている TCP ポートに設定します。デフォルト値は 2009 です。

• token
エージェントへのアクセスを保護します。以下の形式を使用します。

token=admin-token:user-token

詳細については、「Java エージェントのセキュリティ」を参照してください。
• heap

heap オプションはネイティブ エージェントでのみ使用可能です。
ヒープ ウォーキング API （TIBCO BusinessWorks ベースラインで必要）を有効にするかどうかを指定します。有効
な値は true および false です。デフォルト値は false です。

• jar
jar オプションはネイティブ エージェントでのみ使用可能です。
LisaAgent.jar ファイルのパスを定義します。

Java エージェント インストール アシスタント
Java エージェント インストール アシスタントは、エージェント パラメータ文字列の値を決定するのに役立つ、コマン
ド ライン ユーティリティです。

このアシスタントは、エージェントがインストールされた JVM が正しく動作していることの確認も行います。

JBoss Fuse プラットフォームでは、このアシスタントはブート委任情報も追加します。

このアシスタントは、AIX 6.1 での IBM WebSphere Application Server 7.0 を除くすべてのプラットフォームでサポート
されています。

NOTE
TIBCO BusinessWorks ベースラインを作成する場合は、エージェント パラメータ文字列に heap オプションを
追加して、値を true に設定します。

自動設定

Java エージェント インストール アシスタントは、JavaAgentInstaller.xml ファイル内のユーザ値に基づいて、プラッ
トフォーム上の Java エージェントを自動的に設定するオプションを提供します。このファイルは、 でサポートされ
ているプラットフォームおよびバージョン情報が含まれているテンプレートです。JavaAgentInstaller.xml ファイル
は、LisaAgent.jar ファイルと同じディレクトリにあります。
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ここでは、アシスタントを開始する#に実行する必要がある前提条件の手順について説明します。

以下の手順に従います。

1. JavaAgentInstaller.xml ファイルを開きます。
2. 使用しているプラットフォームおよびオペレーティング システムを見つけます。
3. 該当する場合、環境変数を定義します。
環境変数は ${} で囲まれています（例： ${JBOSS_HOME}）。

4. 該当する場合、任意のカスタマイズされた値を置換します。
カスタマイズされた値は {} で囲まれています。以下に例を示します。

<ConfigFileName>${ORACLE_HOME}\user_projects\domains\{custom domain name}\bin
\startWebLogic.cmd<ConfigFileName> 

この値をユーザのプロジェクト名に置換します。

<ConfigFileName>${ORACLE_HOME}\user_projects\domains\lisa_domain\bin
\startWebLogic.cmd</ConfigFileName>

5. 事前定義済みの値をすべて確認し、ユーザのシステムに基づいて値を編集します。

Java エージェント インストール アシスタントの実行

以下の手順では、java 実行可能ファイル、ブローカ URL、およびエージェント名のパスを個別に入力します。ただし、
以下のオプションを使用して、2 番目の手順でこれらの値を指定することもできます。

• -jvm
java 実行ファイルのフル パス

• -broker
Broker URL

• -name
Java エージェントの名前

システム検証のステータスに関わらず、オペレーティング システムに固有の診断ツールを実行するかどうかを決定する
には、-run-diagnostics オプションを追加します。

詳細な出力を有効にするには、-verbose オプションを追加します。

以下の手順に従います。

1. エージェントをインストールするコンピュータに移動します。
2. -ia オプションを指定して LisaAgent.jar ファイルを実行します。

– Pure Java エージェントをインストールする場合は、java -jar LisaAgent.jar -ia オプションを使用します。
– ネイティブ エージェントをインストールする場合は、java -jar LisaAgent.jar -native を使用します。

3. プロンプトが表示されたら、java 実行可能ファイルのパスを入力します。デフォルト値は実行している java 実行可
能ファイルのパスです。

4. プロンプトが表示されたら、ブローカ URL を入力します。デフォルト値は tcp://localhost:2009 です。
5. プロンプトが表示されたら、エージェント名を入力します。デフォルト値は {{x}} です。これは、一意の名前が実行
時に生成されることを意味します。

6. 出力を確認します。
7. （オプション）エージェントを自動的に設定するには、Yes を入力しプロンプトに従います。

詳細については、以下の例を参照してください。
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• 例 1： Pure Java エージェント
• 例 2： 自動設定を使用する Pure Java エージェント
• 例 3： ネイティブ エージェント

例 1 - Pure Java エージェント

この例は、Pure Java エージェントに基づいています。自動設定オプションは使用されません。

java -jar LisaAgent.jar -ia -java

Enter the path of the Java executable [C:\Program Files\Java\jre7\bin\java]:

Enter the DevTest broker URL [tcp://localhost:2009]:

NOTE: If the DevTest agent name contains the character sequence

{{x}}

it will be replaced with a unique identifier.

Enter the DevTest agent name [{{x}}]:

=====

System verification complete.  You can manually add these options to the java command-
line to start the DevTest agent:

   -javaagent:C:\DevTest\agent\InsightAgent.jar=url=tcp://localhost:2009,name={{x}}
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Do you need assistance to automatically configure the DevTest agent? Please enter [Yes/
Y], if no, enter any other letter, then enter

n

Please manually add these options to the Java command-line to start the DevTest agent

例 2： 自動設定を使用する Pure Java エージェント

この例は、Pure Java エージェントおよび WildFly 8.2 に基づいています。自動設定オプションが使用されます。

この例に示すように、インストール アシスタントを開始する##、環境変数を設定する必要があります。

set JBOSS_HOME=C:\wildfly-8.2.0.Final

 

java -jar LisaAgent.jar -ia -java -broker tcp://localhost:2009 -name myagent

Enter the path of the Java executable [C:\Program Files\Java\jre7\bin\java]:

 

 

=====

 

System verification complete. You can manually add these options to the java command-
line to start the DevTest agent:

 

   -javaagent:C:\PROGRA~1\CA\DevTest\agent\InsightAgent.jar=url=tcp://
localhost:2009,name=myagent

 

Do you need assistance to automatically configure the DevTest agent? Please enter [Yes/
Y], if no, enter any other letter, then enter 

y
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Please enter the index in [] to choose the platform:

[1] WildFly, JBoss Application Server, JBoss Fuse

[2] IBM WebSphere App Server

[3] Oracle WebLogic Server

[4] TIBCO BusinessWorks

[5] WebMethods Integration Server Windows Service

[X] Exit

1

 

Unable to automatically detect platform version based on the predefined rules

Please choose the index in [] for your platform version

[1] Wildfly or JBoss 6.2 [2] JBoss 4.2 [3] JBoss Fuse [X] Manually Configure

1

 

Enter path for Java agent configuration file [C:\wildfly-8.2.0.Final\bin
\standalone.bat]:

 

Automatic configuration of the Java Agent is complete. Please start your service.

 

The previous configuration has been saved to file 'C:\wildfly-8.2.0.Final\bin
\standalone.bat.2016-24-15_11-24-55'

 

The current agent configuration is:

SET "JAVA_TOOL_OPTIONS=-javaagent:C:\PROGRA~1\CA\DevTest\agent
\InsightAgent.jar=url=tcp://localhost:2009,name=myagent %JAVA_TOOL_OPTIONS%"
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例 3 - ネイティブ エージェント

この例は、Solaris（Sparc）32 ビットのネイティブ エージェントに基づいています。

$ java -jar dist/agent/LisaAgent.jar -ia -native tcp://localhost:2009 MyAgent

Enter the path of the 'java' executable [...]: /usr/jdk/instances/jdk1.6.0/bin/java

  

=====

 

System verification complete.  Add these options to the java command-
line to start the DevTest agent:

 

   -agentpath:/tmp/user/dist/agent/libJavaBinder.solaris.sparc32.so=jar=file:/tmp/user/
dist/agent/LisaAgent.jar,url=tcp://localhost:2009,name=MyAgent

Do you need assistance to automatically configure the DevTest agent? Please enter [Yes/
Y], if no, enter any other letter, then enter

n

Please manually add these options to the Java command-line to start the DevTest agent

プラットフォーム固有のエージェント設定
このセクションでは、 Java エージェントのインストールに関する、プラットフォーム固有の情報について説明します。

Java エージェントを使用するための JBoss の設定

このページは、以下の製品に適用されます。
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• JBoss Application Server 4.2
• JBoss Application Server 7.3
• JBoss Enterprise Application Platform 6.2
• WildFly 8.2
• JBoss Fuse 6.2

NOTE
JBoss Enterprise Application Platform 6.2 は、JBoss Application Server 7 から構築されます。

エージェント インストール アシスタントを使用してエージェント パラメータ文字列の値を決定できます。以下に例を示
します。

-javaagent:C:\agent\InsightAgent.jar=name=JBossAgent,url=tcp://localhost:2009

JBoss AS 4.2

Java エージェントを使用するように JBoss AS 4.2 を設定するには、JBoss の起動スクリプトを編集します。

以下の手順に従います。

1. JBoss の run.bat または run.sh ファイルをテキスト エディタで開きます。
2. Java 実行可能ファイルをコールする前に以下のプロパティを定義します。

set JAVA_TOOL_OPTIONS=<agent_parameters_string>

3. ファイルを保存します。

JBoss AS 7.3、JBoss EAP 6.2、および WildFly 8.2

Java エージェントを使用するように JBoss AS 7.3、JBoss EAP 6.2、または WildFly 8.2 を設定する場合、編集する起
動スクリプトはモードによって異なります。

• （スタンドアロン サーバ） standalone.bat または standalone.sh
• （管理対象ドメイン） domain.bat または domain.sh

以下の手順に従います。

1. 起動スクリプトをテキスト エディタで開きます。
2. Java 実行可能ファイルをコールする前に以下のプロパティを定義します。

set JAVA_TOOL_OPTIONS=<agent_parameters_string>

3. ファイルを保存します。

JBoss Fuse 6.2

Java エージェントを使用するように JBoss Fuse 6.2 を設定するには、JBoss の起動スクリプトを編集します。スクリ
プトの名前は fuse.bat または fuse です。

JBOSS_HOME/etc ディレクトリの config.properties ファイルには、ブート委任情報を追加することができます。

以下の手順に従います。

1. テキスト エディタで起動スクリプトまたは config.properties ファイルを開きます。
2. com.itko.* を org.osgi.framework.bootdelegation プロパティに追加します。
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3. ファイルを保存します。
4. 起動スクリプトをテキスト エディタで開きます。
5. エージェント パラメータ文字列を指定します。
6. ファイルを保存します。

以下の起動スクリプトは、設定の例を示しています。

setlocal

set DIRNAME=%~dp0%

set PF_AGENTDIR=C:\agent

set PF_BROKER=mycomputer-w7

 

set CLASSPATH=D:\pf\g_lisa\lisa-remote\JavaAgent\build-gradle\libs\InsightAgent.jar;
%CLASSPATH%

set BOOTDEL=-
Dorg.osgi.framework.bootdelegation=com.itko.*,org.apache.karaf.jaas.boot,sun.*,com.sun.*,javax.transaction,javax.transaction.*,org.apache.xalan.processor,org.apache.xpath.jaxp,org.apache.xml.dtm.ref,org.apache.xerces.jaxp.datatype,org.apache.xerces.stax,org.apache.xerces.parsers,org.apache.xerces.jaxp,org.apache.xerces.jaxp.validation,org.apache.xerces.dom

set JAVA_TOOL_OPTIONS=-javaagent:%PF_AGENTDIR%
\InsightAgent.jar=name=Jboss_Fuse,url=tcp://%PF_BROKER%:2009 %BOOTDEL%

 

rem enable standalone mode

 

set FABRIC8_ENSEMBLE_AUTO_START = false

set FABRIC8_AGENT_AUTO_START = false

 

call "%DIRNAME%\karaf.bat" %*

Java エージェントを使用するための Jetty の設定

このページは、Jetty 8, 9.1、および 9.2 向けです。

Java エージェントを使用するように Jetty を設定するには、JAVA_TOOL_OPTIONS 環境変数でエージェント パラメー
タ文字列を指定します。

エージェント インストール アシスタントを使用してエージェント パラメータ文字列の値を決定できます。
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set JAVA_TOOL_OPTIONS=<agent_parameters_string> "%JAVA_HOME%/bin/java.exe" -
DSTOP.PORT=28282 -DSTOP.KEY=secret -jar start.jar etc/jetty-logging.xml

Jetty 9.1 スタートアップの問題

Jetty 9.1 を開始しようとして、エラーに、システムが指定されたファイルを見つけることができません、と表示される
場合は、Jetty バグ 425736 が発生した可能性があります。

回避策では、スペースが含まれていないフォルダで Java をインストールします。

このエラーは、Jetty 9.2 で修正されました。

Java エージェントを使用するための SAP NetWeaver の設定

このページは、SAP NetWeaver 7.3 および 7.4 向けです。

以下のいずれかを使用して、 Java エージェントを設定できます。

• SAP NetWeaver Administrator
• AS Java Config Tool

どちらを使用する場合でも、エージェントに関する情報を含む JVM パラメータを追加します。必要な情報を決定するた
めに、エージェント インストール アシスタントを使用できます。

SAP NetWeaver Administrator

SAP NetWeaver Administrator から JVM パラメータを追加することで、SAP NetWeaver で  Java エージェントを設定で
きます。

以下の手順に従います。

1. SAP NetWeaver アプリケーション サーバ Java Web ポータルを開きます。
2. ［SAP NetWeaver Administrator］をクリックします。
3. ［Configuration］タブをクリックし、［Infrastructure］サブタブをクリックします。
4. ［Java System Properties］をクリックします。
5. ［Additional VM Parameters］タブをクリックします。
6. パラメータを追加します

– 名前
エージェントの場所を指定します。エージェント パラメータの文字列の最初の部分を使用します。
例： -javaagent:/tmp/user/dist/agent/LisaAgent2.jar

– 値
エージェント設定オプションを指定します。
例： url=tcp://172.31.255.255:2009,name=myagent

7. ［Save］をクリックします。
8. SAP サーバを再起動します。

AS Java Config Tool

AS Java Config Tool から JVM パラメータを追加することで、SAP NetWeaver で  Java エージェントを設定できます。

このツールは、SAP NetWeaver アプリケーション サーバ Java Web ポータルがダウンしているか応答がない場合に使用
します。

 1390

https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=425736


 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

以下の手順に従います。

1. AS Java Config Tool を開きます。
2. インスタンスを選択します。
3. ［VM Parameters］タブを選択します。
4. ［Additional］タブをクリックします。
5. パラメータを追加します

– パラメータ名
エージェントの場所を指定します。エージェント パラメータの文字列の最初の部分を使用します。
例： -javaagent:/tmp/user/dist/agent/LisaAgent2.jar

– 値
エージェント設定オプションを指定します。
例： url=tcp://172.31.255.255:2009,name=myagent

6. ［File］-［Apply Changes］をクリックします。
7. SAP サーバを再起動します。

Java エージェントを使用するための TIBCO BusinessWorks の設定

このページは、TIBCO BusinessWorks 5.x 向けです。

すべてのアプリケーション用のエージェントを設定するには、以下のファイルを編集します。

...\tibco\bw\5.x\bin\bwengine.tra 

このファイルを編集しても、すでに作成されているアプリケーションには影響しません。

既存のアプリケーション用のエージェントを設定するには、以下のファイルを編集します。

...\tibco\tra\domain\<domain-name>\application\<application-name>\<application-name>-
<service-name>.tra 

各項目の説明：

• <domain-name> は TIBCO ドメインの名前です。
• <application-name> は展開した TIBCO アプリケーションの名前です。
• <service-name> は展開したサービスの名前です。

以下に例を示します。

D:\tibco\tra\domain\ca-tibcobw\application\MyBWProjectXml\MyBWProjectXml-caUserCRUD.tra 

いずれかのファイルに、以下の行を追加します。

java.extended.properties=<agent-parameters-string> 

エージェント インストール アシスタントを使用して文字列を決定できます。TIBCO BusinessWorks ベースラインを作
成する場合は、必ず heap オプションを追加して、値を true に設定します。
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Windows サービス用の設定の違い

TIBCO プロセスが Windows サービスとして実行されている場合、.tra ファイルには java.extended.properties 行を追加
しません。代わりに、Windows レジストリに必要な情報を指定します。

Windows レジストリ エディタで、アプリケーション用の TIBCO BusinessWorks サービスのレジストリ キーを見つけま
す。通常の名前は、domain-name.application-name です。

そのレジストリ キーの下にある Parameters キーを見つけます。Parameters キーの下で、java.extended.properties と
言う名前の文字列値を作成または編集します。値データをエージェント パラメータ文字列に設定します。

以下の図は、値データを設定する例を示しています。

Java エージェントを使用するための WebLogic の設定

このページは Oracle WebLogic Server 10.3 および 12.1.1 向けです。

Oracle WebLogic Server を  Java エージェントを使用するように設定するには、以下のいずれかの方法を使用します。

• 管理コンソール
• config.xml ファイル
• 起動スクリプト

それぞれの方法では、サーバ起動引数としてエージェント パラメータ文字列を指定します。必要な値を決定するため
に、エージェント インストール アシスタントを使用できます。以下の例は、Pure Java エージェントに基づいていま
す。

-javaagent:/export/home/wls/agent/LisaAgent2.jar=name=wls,tcp://172.24.255.255:2009

管理コンソール

JVM に引数を追加するための公式にサポートされている方法に従うには、WebLogic 管理コンソールからエージェント
パラメータ文字列を指定します。 

以下の手順に従います。

1. WebLogic 管理コンソールを開きます。
2. ［Domain Structure］パネルで［Environments］ノードを展開し、［Servers］ノードをクリックします。
3. ［Configuration］タブおよび［Server Start］サブタブをクリックします。
4. ［Arguments］フィールドで、エージェント パラメータ文字列を追加します。
5. 変更を保存します。
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config.xml ファイル

もう 1 つの方法は、ドメインの中央設定ファイルを編集することです。

以下の手順に従います。

1. WEBLOGIC_HOME\user_projects\domains\base_domain\config ディレクトリに移動します。
2. config.xml ファイルを開きます。
3. エージェント パラメータ文字列をターゲット サーバの <server>/<server-start>/<arguments> ノードに追加しま
す。

起動スクリプト

WebLogic 起動スクリプトを編集することもできます。

以下の例では、エージェント パラメータ文字列を設定するために JAVA_TOOL_OPTIONS 環境変数が使用されます。こ
れらの行は、startWebLogic.sh ファイルの Java バージョンの確認と実際の WebLogic 呼び出しの間にあります。

JAVA_TOOL_OPTIONS=<agent_parameters_string>

export JAVA_TOOL_OPTIONS

起動スクリプトがカスタマイズされている場合、JAVA_TOOL_OPTIONS 環境変数は使用されません。

Java エージェントを使用するための webMethods の設定

このページは webMethods Integration Server 9.0、9.5、および 9.6 向けです。

server.bat または server.sh ファイルでエージェント パラメータ文字列を指定します。必要な値を決定するため
に、エージェント インストール アシスタントを使用できます。以下の例は、Pure Java エージェントに基づいていま
す。

set JAVA_TOOL_OPTIONS=-javaagent:E:/agent/
InsightAgent.jar=url=tcp://172.24.255.255:2009,name=wm

UNIX プラットフォームでは、set コマンドの代わりに export コマンドを使用します。

export JAVA_TOOL_OPTIONS=-javaagent:/opt/CA/agent/InsightAgent.jar=url=tcp://172.24.255.255:2009,name=wm

以下の手順に従います。

1. webMethods Integration Server インストールで bin ディレクトリを見つけます。
2. server.bat または server.sh ファイルを開きます。
3. java 実行可能ファイルをコールする行の前にエージェント パラメータ文字列を追加します。
4. ファイルを保存します。

Windows サービス

webMethods Integration Server が Windows サービスとして定義されている場合は、server.bat ファイルを編集して、if
"1%1"=="1-service" スイッチ内で定義される /jvmargs の値にエージェント パラメータ文字列を挿入することができま
す。以下に例を示します。
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"%IS_DIR%\bin\SaveSvcParams.exe" /svcname %2 /jvm "%JAVA_DIR%\.." /
binpath "%PATH%" /classpath %CLASSPATH% /jvmargs "-javaagent:c:/DevTest/agent/
InsightAgent.jar=name=MyIS %JAVA2_MEMSET%" /progargs "%IS_DIR%\bin\ini.cnf"#"-
service %2"#%PREPENDCLASSES_SWITCH%#%PREPENDCLASSES%#%APPENDCLASSES_SWITCH%#
%APPENDCLASSES%#%ENV_CLASSPATH_SWITCH%#%ENV_CLASSPATH%#%3#%4#%5#%6#%7#%8#%9

Java エージェントを使用するための WebSphere の設定

このページは、IBM WebSphere Application Server 7.0 および 8.5 向けです。

IBM WebSphere Application Server が  Java エージェントを使用するように設定するには、以下のいずれかの方法を使用
します。

• server.xml ファイル
• 管理コンソール
• wsadmin ツール

それぞれの方法では、汎用 JVM 引数としてエージェント パラメータ文字列を指定します。必要な値を決定するため
に、エージェント インストール アシスタントを使用できます。以下の例は、Pure Java エージェントに基づいていま
す。

-javaagent:/home/itko/agent/
InsightAgent.jar=name=was70_linux32,url=tcp://172.24.255.255:2009

NOTE
エージェント パラメータ文字列で、スペースを含んだファイル パスを指定しないでください。たとえば、ファ
イル パス C:\Program Files\CA\DevTest\agent\InsightAgent.jar を含めないでください。

server.xml ファイル

この手順では、server.xml ファイルを使用してエージェント パラメータ文字列を指定します。

以下の手順に従います。

1. WAS_HOME/AppServer/profiles/AppSrv01/config/cells/<cell_name>/nodes/<node_name>/servers/server1 ディ
レクトリに移動します。

2. server.xml ファイルを開きます。
3. ファイルの末尾にある genericJvmArguments エントリを変更します。

<jvmEntries ... genericJvmArguments="<agent_parameters_string>" .../>

管理コンソール

この手順では、エージェント パラメータ文字列を指定するために Web ベースの管理コンソールを使用します。

以下の手順に従います。

1. 管理コンソールに移動します。
2. アプリケーション サーバに移動します。
3. ［Java and Process Management］を展開し、［Configuration］タブの［Process definition］をクリックします。
4. ［Additional Properties］の下の［Java Virtual Machine］をクリックします。
5. ［Generic JVM arguments］フィールドでエージェント パラメータ文字列を指定します。文字列に貼り付ける場合
は、文字列が切り捨てられているかどうかを確認します。
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wsadmin ツール

wsadmin ツールを使用できます。

以下の例では、エージェント パラメータ文字列は AdminConfig オブジェクトの modify コマンドで指定されます。Jacl
スクリプト言語が使用されます。

C:\IBM\WebSphere70\AppServer\bin>hostname

cam-aa74651f617

 

C:\IBM\WebSphere70\AppServer\bin>wsadmin

WASX7209I: Connected to process "server1" on node cam-
aa74651f617Node01 using SOAP connector;  The type of process is: UnManagedProcess

WASX7029I: For help, enter: "$Help help"

 

wsadmin>set server1 [$AdminConfig getid /Cell:cam-aa74651f617Node01Cell/Node:cam-
aa74651f617Node01/Server:server1/ ]

server1(cells/cam-aa74651f617Node01Cell/nodes/cam-aa74651f617Node01/servers/server1|
server.xml#Server_1255494205517)

 

wsadmin>set jvm [$AdminConfig list JavaVirtualMachine $server1]

(cells/cam-aa74651f617Node01Cell/nodes/cam-aa74651f617Node01/servers/server1|
server.xml#JavaVirtualMachine_1255494205517)

 

wsadmin>$AdminConfig modify $jvm genericJvmArguments "<agent_parameters_string>"

 

wsadmin>$AdminConfig save

 

wsadmin>quit
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Wily Introscope エージェント
NOTE

この機能は廃止されており、現在はサポートされていません。

Java エージェントは、Wily Introscope エージェントと共存できます。

Wily Introscope エージェントは Pure Java エージェントで、通常、-javaagent 構文で設定されます。

両方のエージェントで -javaagent 構文を使用している場合は、Wily Introscope エージェントの##  Java エージェントを
指定します。

通常のアプリケーション サーバまたはコンテナに対しては、以下の例が適切です。

set JAVA_OPTS=-javaagent:E:\DevTest\agent\InsightAgent.jar=url=tcp://
localhost:2009,name=DevTestAgent -javaagent:e:/wily/Agent.jar %JAVA_OPTS%

また、以下の例も適切です。

set JAVA_OPTS=-javaagent:e:/wily/Agent.jar %JAVA_OPTS%

set JAVA_TOOL_OPTIONS=-javaagent:E:\DevTest\agent\InsightAgent.jar=url=tcp://
localhost:2009,name=DevTestAgent

一方、この例は正しくありません。

set JAVA_OPTS=-javaagent:e:/wily/Agent.jar -javaagent:E:\DevTest\agent
\InsightAgent.jar=url=tcp://localhost:2009,name=DevTestAgent %JAVA_OPTS%

その行と一緒に、どこかで必ず以下を実行してください。

-Dcom.wily.introscope.agentProfile=e:/wily/core/config/IntroscopeAgent.profile 

ブローカの起動
ブローカが Windows サービスとしてインストールされていない場合は、ブローカを手動で起動します。

ブローカは、レジストリと同じマシンにインストールする必要があります。

エンタープライズ ダッシュボードおよび  ポータルでエージェントを表示するには、ブローカが実行中である必要があり
ます。

以下の手順に従います。

1. レジストリが実行されていることを確認します。
2. 以下のいずれかの操作を実行します。

– コマンド プロンプトを開き、LISA_HOME\bin ディレクトリに移動し、Broker 実行可能ファイルを実行します。
– インストールにスタート メニュー フォルダがある場合は、［スタート］メニュー - ［すべてのプログラム］-
［DevTest Solutions］-［Broker］をクリックします。
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rules.xml ファイル
Java エージェントの設定ファイルの名前は、rules.xml です。

rules.xml ファイルは、ブローカが実行されているコンピュータの LISA_HOME ディレクトリにあります。ブローカが
初めて起動されるときに、rules.xml ファイルが生成されます。ブローカに接続するすべてのエージェントがこの設定を
使用します。

デフォルトでは、rules.xml ファイルには、設定プロパティのサンプル セットのみが含まれています。プロパティおよび
それらのデフォルト値は、すべて内部に保持されます。

rules.xml.sample という名前のファイルでそれらのプロパティを確認できます。ブローカが初めて起動されるとき
に、rules.xml.sample ファイルが生成されます。rules.xml.sample ファイルは、rules.xml ファイルと同じディレクト
リにあります。

プロパティにはそれぞれコメント、名前および値が含まれます。以下に例を示します。

<property comment="Keep track of file descriptors" key="lisa.agent.tracking.disabled" value="false"/
>

以下の XML は、rules.xml ファイルの一般的な形式を示しています。agent エレメントには、エージェントのプロパ
ティが含まれます。broker エレメントには、ブローカのプロパティが含まれます。console エレメントには、コンソー
ルのプロパティが含まれます。

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

<rules>

   <agent guid="0" name="A1"> 

      ...

   </agent>

   <broker>

      ...

   </broker>

   <console>

      ...

   </console>

</rules>

rules.xml ファイルは、エージェント側またはコンソール側に配置することもできます。これらのファイル内の設定は、
ブローカ側のエージェントまたはコンソールの情報より優先されます。
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以下の図は、設定の例を示しています。ブローカは、同じコンピュータにある rules.xml ファイルにアクセスします。複
数のエージェントおよびコンソールがブローカに接続されています。エージェントのうちの 1 つには、独自の rules.xml
ファイルがあります。

Figure 31: ブローカに接続されているエージェントおよびコンソール

エージェントはブローカへの接続を行う##以下のプロパティを読み取るため、以下のプロパティはエージェント側での
み設定できます。

• lisa.agent.agent.log
• lisa.agent.log.max.size
• lisa.agent.log.max.archives
• lisa.agent.security.manager.disabled
• lisa.agent.transaction.auto.start
• lisa.agent.transaction.auto.start.max.delay
• lisa.broker.encryption.token
• lisa.log.level
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更新が適用される場合

ブローカの rules.xml ファイルを更新する場合は、ブローカを再起動する必要があります。ブローカは、エージェントに
新しい設定を送信します。

エージェントの rules.xml ファイルを更新する場合は、エージェント JVM を再起動する必要があります。

ディレクティブ

特定の機能を実行するために、rules.xml ファイルに#######を追加できます。ディレクティブの詳細については、以下
のページを参照してください。

• category ディレクティブ： カテゴリ設定
• database ディレクティブ： データベースのシンクの設定
• exclude ディレクティブ： インターセプトおよび仮想化からの除外
• feature ディレクティブ： プロトコルの重み付けの設定
• intercept ディレクティブ： インターセプトするメソッドの追加
• loadbalancer ディレクティブ： ロード バランサおよびネイティブ Web サーバ
• response ディレクティブ： Java エージェントの自動応答生成
• track ディレクティブ： トラッキング用のクラスの追加
• virtualize ディレクティブ： VSE のインスツルメンテーション ルール

rules.xml.sample ファイルには、ディレクティブの例が含まれています。

グループ内のエージェントの管理
2 つ以上のエージェントを含む####を作成できます。

グループを作成した後はグループ レベルで設定を変更でき、同じ変更をエージェントごとに個別に加える必要がなくな
ります。

NOTE
1 つのエージェントが複数のグループに属することはできません。

グループに属さないエージェントは####### エージェントと呼ばれます。

以下の XML では、グループを持つ rules.xml ファイルの一般的な形式を表しています。group エレメントには、グルー
プのプロパティが含まれます。agent エレメントには、エージェントのプロパティが含まれます。エージェントがグルー
プの一部である場合は、agent エレメントが group エレメント内に現れます。broker エレメントには、ブローカのプロ
パティが含まれます。console エレメントには、コンソールのプロパティが含まれます。

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

<rules>

   <group name="G1">

      ...

      <agent name="G1A1">

         ...

      </agent>
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   </group>

   <agent guid="0" name="A1"> 

      ...

   </agent>

   <broker>

      ...

   </broker>

   <console>

      ...

   </console>

</rules>

group エレメント内の agent エレメントに 1 つ以上のプロパティがある場合、そのプロパティはグループの設定をオー
バーライドします。

group エレメントの内部に broker エレメントまたは console エレメントを配置しないでください。

ポータルからエージェント プロパティを更新すると、設定は rules.xml ファイルのスタンドアロン エージェントのセク
ションに保存されます。

NOTE
ポータルの詳細情報については、「Application Insight の使用」を参照してください。

 

例： rules.xml ファイルでのグループの設定

以下の XML は、1 つのグループが含まれる rules.xml ファイルを示しています。このグループには、3 つのエージェン
トが含まれています。このファイルには、スタンドアロン エージェントも含まれています。

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

<rules>

   <group name="group1">

      <property key="lisa.agent.jms.poll.int" value="5000"/>

      <property key="lisa.agent.transaction.auto.start.max.delay" value="60000"/>

      <property key="lisa.agent.virtualize.jit.enabled" value="false"/>
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      <intercept class="com.itko.examples.entity.Account" method="setName" signature="(Ljava/
lang/String;)V"/>

      <agent name="agent1" guid="1234567">

         <property key="lisa.agent.stats.alarm.threshold.permgen" value="90"/>

         <property key="lisa.agent.stats.sampling.interval" value="1000"/>

      </agent>

      <agent name="agent2" guid="2345678" />

      <agent name="agent3" guid="3456789" />

   </group>

   <agent guid="-2032180703" name="DEFAULT">

      ...

   </agent>

   <broker>

      ...

   </broker>

   <console>

      ...

   </console>

</rules>

プロトコルの重み付けの設定
feature ディレクティブでは、 Java エージェントがキャプチャできる各プロトコルのキャプチャ レベルを変更できま
す。

NOTE
WebSphere MQ、JMS など、キューベースのクライアント/サーバ通信では、異なるキャプチャ レベルの設定
はサポートされていません。

ポータルからキャプチャ レベルを変更することもできます。

feature ディレクティブの形式は、以下のとおりです。

 <feature name="protocol_name" weight="weight"/>
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feature ディレクティブは、rules.xml ファイルの group エレメントまたは agent エレメント内に配置することができま
す。

weight 属性を 0、4、または 8 に設定します。値 0 はカウントのレベルに相当します。値 4 はカウント数およびパスの
レベルに相当します。値 8 は全データのレベルに相当します。

以下の例は、JDBC プロトコルを「全データ」レベルに設定します。

 <feature name="JDBC" weight="8"/>
 

シグネチャの指定
rules.xml ファイル内の以下のディレクティブには、シグネチャの指定が含まれます。

• 除外する
• intercept
• respond
• virtualize

シグネチャの指定は、Java メソッドのシグネチャの特性を説明するために使用します。

指定の最初の部分は signature という語で、その後に等号と引用符が続きます。

指定の 2 番目の部分には、丸かっこで囲まれた引数が含まれます。メソッドに引数がない場合でも、丸かっこを含める
必要があります。

指定の 3 番目の部分には、戻り値型が含まれ、その後に引用符が続きます。戻り値型が void の場合は、V という文字を
使用します。

指定には、スペースを使用しないでください。

引数または戻り値型でプリミティブ型を指定するには、以下のいずれかの文字を使用します。

文字 プリミティブ型
Z boolean
B byte
C char
D double
F float
I int
J long
S short

 

完全修飾クラスを指定するには、以下の手順に従います。

• 先頭に文字 L を追加します。
• 区切り文字として、ドットではなくスラッシュを使用します。
• 末尾にセミコロンを追加します。

以下に例を示します。
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Ljava/lang/String;

 

例： 1 つの引数、void を返す

javax.jms.MessageListener インターフェースの onMessage() メソッドをインターセプトすると仮定します。このメ
ソッドは、以下のシグネチャを持ちます。

• 引数は javax.jms.Message オブジェクトです。
• 戻り値型は void です。

インターセプト ルールのシグネチャの指定は、以下のようになります。

signature="(Ljavax/jms/Message;)V"

 

例： 引数なし、プリミティブ型を返す

javax.jms.MessageProducer インターフェースの getPriority() メソッドをインターセプトすると仮定します。このメ
ソッドは、以下のシグネチャを持ちます。

• このメソッドには引数がありません。
• 戻り値型は整数です。

インターセプト ルールのシグネチャの指定は、以下のようになります。

signature="()I"

VSE のインスツルメンテーション ルール
エージェントの rules.xml ファイルに virtualize ディレクティブを追加することによって、VSE 機能をカスタマイズで
きます。

virtualize ディレクティブは、rules.xml ファイルの group エレメントまたは agent エレメント内に配置することができ
ます。

仮想化用のクラスの追加（レコーディング モードおよび再生モード）

<virtualize class="class_name"/>

例：

<virtualize class="javax.ejb.SessionBean"/>

特定のプロトコルのセッションの構成要素を確認する方法のエージェントへの指示

セッション識別子を返すコード スニペットを指定することにより、このタスクを実行します。
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<virtualize>

   <track class="class_name" method="method_name" signature="signature" push="true|
false">

      <code><![CDATA[" and ends with "]] </code>

   </track>

</virtualize>

シグネチャの形式については、「シグネチャの指定」を参照してください。

例:

<virtualize>

   <track class="javax.servlet.http.HttpServlet" method="service" signature="(Ljavax/
servlet/http/HttpServletRequest;Ljavax/servlet/http/
HttpServletResponse;)V" push="false">

      <code><![CDATA["return $1.getSession().getId();"]] </code>

   </track>

</virtualize>

<virtualize>

   <track class="javax.ejb.SessionBean" method="setSessionContext" signature="(Ljavax/
ejb/SessionContext)V" push="true">

      <code><![CDATA["return $1.getEJBObject().getHandle().toString();"]] </code>

   </track>

</virtualize>

<virtualize>

   <track class="javax.ejb.EntityBean" method="setEntityContext" signature="(Ljavax/ejb/
EntityContext)V" push="true">

      <code><![CDATA["return $1.getPrimaryKey().toString();"]] </code>

   </track>

 1404



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

</virtualize>

これらの例はエージェント内にハードコードされているため、rules.xml ファイル内には必要ありません。ただし、これ
らの行では、エージェントを再コンパイルせずに HTTP および EJB 以外の任意の数のプロトコルに対してプロセスを実
装できるように、プロセスの動作を示しています。

class 属性の値は、そこからセッションへのアクセスを取得するクラスです。

method および signature 属性の値は、呼び出されたときにセッション識別子を計算するメソッドを決定します。この計
算では、code 属性の値を使用します。$0 はソース オブジェクトを表します。$1、$2 などはメソッドの引数です。

push 属性は、VSE フレームによって後で使用するためにそのセッションを格納する方法を決定します。

• push="true" は、コンテナがセッションを設定し、セッションへのオブジェクトのマッピングを維持することを指定
します。

• push="false" は、セッションはスレッドにスコープされ、スレッドのローカル変数に格納することを指定します。

最も内側のセッション（識別子）は、com.itko.lisa.remote.vse.VSEFramegetSessionId() メソッドの VSE によって返
されます。詳細については、LISA_HOME\doc ディレクトリで、JavaDocs を参照してください。

データベースのシンクの設定
database ディレクティブを使用すると、Application Insight コマンドライン ツールなどのコンソール アプリケーション
用のデータベース アクセスを設定できます。コンソール アプリケーションは、ブローカを介してデータベースにアクセ
スしません。

database ディレクティブは、rules.xml ファイルの broker エレメントに追加できます。

この設定は、エージェントのライフスパンにおいて常に使用されます。

<database driver="myDriver" url="myURL" user="myUser" password="myPassword"/>

例：

<database driver="oracle.jdbc.driver.OracleDriver" url="jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:ORCL" user="system" password="myPassword"/
>

カテゴリ設定
Java エージェントは、各トランザクション フレームにカテゴリを割り当てます。エージェントがカテゴリを決定できな
い場合、デフォルトのカテゴリが割り当てられます。

デフォルト以外のカテゴリの 1 つとインターセプトされたクラスまたはインターフェースを関連付けるようにエージェ
ントを設定できます。エージェントの rules.xml ファイルに category ディレクティブを追加します。クラスまたはイン
ターフェース名、およびカテゴリ番号を指定します。

category ディレクティブの形式は、以下のとおりです。

<category class="class_or_interface_name" value="category_number"/>

category ディレクティブは、broker エレメント内に配置する必要があります。
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有効なカテゴリ番号は以下のとおりです。

• CATEGORY_DEFAULT = 0
• CATEGORY_THREAD = 5
• CATEGORY_THROWABLE = 10
• CATEGORY_GUI = 7
• CATEGORY_GUI_SWT = 9
• CATEGORY_LOGGING = 15
• CATEGORY_WEB_HTTP = 20
• CATEGORY_WEB_HTTPS = 21
• CATEGORY_WS_HTTP = 22
• CATEGORY_WS_HTTPS = 23
• CATEGORY_REST_HTTP = 24
• CATEGORY_RMI = 30
• CATEGORY_RMI_HTTP = 31
• CATEGORY_RMI_SSL = 32
• CATEGORY_EJB = 40
• CATEGORY_JDBC = 50
• CATEGORY_JCA = 55
• CATEGORY_JMS = 60
• CATEGORY_MQ = 61
• CATEGORY_WM = 62
• CATEGORY_TIBCO = 64
• CATEGORY_AMX = 70
• CATEGORY_FRAMEWORK = 80
• CATEGORY_CLIENT = 90
• CATEGORY_CICS = 100
• CATEGORY_WPS = 120
• CATEGORY_SAP = 130
• CATEGORY_SYNTHETIC_ROOT = 140
• CATEGORY_DN_DEFAULT = 1000
• CATEGORY_DN_REMOTING = 1010
• CATEGORY_DN_SQL = 1020

例：

<category class="com.mycompany.GuiClass" value="7"/>

NOTE
可能な限り、エージェントによってデフォルト以外のカテゴリがすでに割り当てられているトランザクション
フレームのカテゴリを変更しないことをお勧めします。

トラッキング用のクラスの追加
track ディレクティブを使用して、Java 仮想マシン（JVM）の監視とデバッグが行われます。このディレクティブは、
指定されたクラスのインスタンスの作成を追跡します。

track ディレクティブは、rules.xml ファイルの group エレメントまたは agent エレメント内に配置することができま
す。
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<track class="class_name"/>

例：

<track class="java.io.File"/>

JNDI の優先度
JNDI 名のプレフィックスの優先順序を指定できます。

transaction_jndi_name_prefix_priority プロパティを rules.xml ファイルの agent エレメントに追加します。

以下の行は、デフォルト設定を示しています。java:global プレフィックスの優先度が最も高いことに注意してくださ
い。

<property key="transaction_jndi_name_prefix_priority"
 value="java:global=100;ejb:=70;java:app=30;java:module=20;java:comp=10;#DEFAULT#=70"/>

優先度の有効な値は、整数です。

各優先度設定は、セミコロンで区切ります。

#DEFAULT# 設定は、指定されていない任意のプレフィックスに適用されます。

このプロパティを追加または更新したら、変更を有効にするためにエージェントを再起動する必要があります。

このプロパティを  ポータルから設定することはできません。

インターセプトするメソッドの追加
エージェントの rules.xml ファイルに intercept ディレクティブを追加することで、 Java エージェントでインターセプ
トするメソッドを追加できます。

intercept ディレクティブの形式は、以下のとおりです。

<intercept class="class_name" method="method_name" signature="signature"/>

intercept ディレクティブは、rules.xml ファイルの group エレメントまたは agent エレメント内に配置することができ
ます。

シグネチャの形式については、「シグネチャの指定」を参照してください。

クラス階層が考慮されます。クラス B はクラス A を拡張し、両方のクラスがメソッド M を定義すると仮定します。クラ
ス A のメソッド M をインターセプトすると、クラス B のメソッド M もキャプチャされます。

デフォルトでは、Application Insight はゲッター メソッドおよびセッター メソッドをキャプチャしません。ゲッターまた
はセッター メソッドを追加するには、値を true に設定した delay 属性を含めます。

 

例
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以下の例では、com.itko.examples.entity.Account クラスの setName() メソッドが追加されます。このメソッドは、引
数として java.lang.String オブジェクトを受け取ります。このメソッドは void を返します。

<intercept class="com.itko.examples.entity.Account" method="setName" signature="(Ljava/
lang/String;)V" delay="true"/>

以下の例では、com.itko.examples.entity.Account クラスの getTransactions() メソッドが追加されます。このメソッ
ドは引数を受け取りません。このメソッドは、java.util.Collection オブジェクトを返します。

<intercept class="com.itko.examples.entity.Account" method="getTransactions" signature="()Ljava/
util/Collection;" delay="true"/>

以下の例では、com.itko.examples.airline.ws.jaxws.Request クラスの getRequestTypes() メソッドが追加されます。
このメソッドは引数を受け取りません。このメソッドは、java.lang.String オブジェクトの配列を返します。

<intercept class="com.itko.examples.airline.ws.jaxws.Request" method="getRequestTypes" signature="()
[Ljava/lang/String;" delay="true"/>

ほかの例については、rules.xml.sample ファイルを参照してください。

インターセプトおよび仮想化からの除外
エージェントの rules.xml ファイルに exclude ディレクティブを追加することで、 Java エージェントがメソッド、クラ
ス、パッケージ、または URL をインターセプトまたは仮想化できないようにすることができます。

rules.xml ファイルの group エレメントまたは agent エレメント内に、exclude ディレクティブを配置できます。

exclude ディレクティブを追加または削除する場合は、エージェントを再起動する必要があります。

メソッド、クラス、パッケージの除外

メソッド、クラス、またはパッケージを除外するには、以下の形式を使用します。

<exclude class="class_name" method="method_name" signature="signature"/>

シグネチャの形式については、「シグネチャの指定」を参照してください。

クラス階層は考慮されません。クラス B がクラス A を拡張し、両方のクラスがメソッド M を定義すると仮定します。ク
ラス A を除外すると、クラス A のメソッド M はキャプチャされません。ただし、クラス B のメソッド M はキャプチャ
されます。

メソッドまたはシグネチャに関係なくクラスまたはパッケージを除外する場合、以下のいずれかの方法で実行できます。

• method="*" signature="*" の指定
• method および signature 属性の省略

デフォルトでは、Application Insight はゲッター メソッドおよびセッター メソッドをキャプチャしません。ゲッター メ
ソッドおよびセッター メソッドを除外する必要はありません。

例
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以下の例は、com.itko.examples.ejb3.OrdinaryBean クラスの serviceComposition() メソッドを除外します。このメ
ソッドは引数を受け取りません。このメソッドは、java.lang.String オブジェクトを返します。

<exclude class="com.itko.examples.ejb3.OrdinaryBean" method="serviceComposition" signature="()Ljava/
lang/String;"/>

以下の例は、com.itko.examples.ejb3.OrdinaryBean クラスを除外します。

<exclude class="com.itko.examples.ejb3.OrdinaryBean"/>

以下の例は、com.itko.examples.ejb パッケージを除外します。ワイルドカード文字が 1 つ使用されていることに注目
してください。

<exclude class="com.itko.examples.ejb.*"/>

以下の例は、com.itko.examples パッケージとそのサブパッケージをすべて除外します。ワイルドカード文字が 2 つ使
用されていることに注目してください。

<exclude class="com.itko.examples.**"/>

ほかの例については、rules.xml.sample ファイルを参照してください。

URL の除外

URL を除外するには、以下の形式を使用します。

<exclude url="url"/>

URL には以下のワイルドカードを含めることができます。

• 1 つのアスタリスク（*）。このワイルドカードは、1 つ以上の文字の代わりに使用できます。また、パス セグメント
全体の代わりにこのワイルドカードを使用することもできます。

• 2 つのアスタリスク（*）。このワイルドカードは、URL の最後にのみ使用できます。このワイルドカードは、現在の
パス セグメントとすべての後続のパス セグメントに適用されます。

例

以下の exclude ディレクティブを指定すると仮定します。

<exclude url="http://mycomputer:8080/datamanagement/design/applications/*/server_types/
*/components"/>

エージェントで以下の URL が発生した場合、エージェントによってキャプチャされません。
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• http://mycomputer:8080/datamanagement/design/applications/65/server_types/128/components
• http://mycomputer:8080/datamanagement/design/applications/72/server_types/134/components
• http://mycomputer:8080/datamanagement/design/applications/88/server_types/141/components
• http://mycomputer:8080/datamanagement/design/applications/93/server_types/150/components

ただし、エージェントは以下の URL はキャプチャします。

• http://mycomputer:8080/datamanagement/design/applications/65/server_types/128/architectures

以下の例では、ワイルドカードは使用されません。

<exclude url="http://mycomputer:8080/lisabank/buttonclick.do"/>

ほかの例については、rules.xml.sample ファイルを参照してください。

Java エージェントの自動応答生成
Java エージェントを使用して、バックエンドが使用可能ではない場合でも、トランザクションを記録することができま
す。

この機能を設定するには、respond ディレクティブを rules.xml ファイルに追加します。respond ディレクティブの形
式は、以下のとおりです。

<respond class="class_or_interface_name" method="method_name" signature="signature" source="string_value" args="string_value" return="class_name"/
>

respond ディレクティブは、rules.xml ファイルの agent エレメント内に配置する必要があります。

必須の属性は、class 属性のみです。

エージェントがインターセプトするメソッド（複数可）を指定するには、以下の属性を使用します。

• class： メソッド（複数可）を定義するクラスまたはインターフェースの名前を定義します。インターフェースを指定
する場合、そのインターフェースを実装するすべてのクラスも含まれます。

• method： メソッドの名前を定義します。この属性が指定されていない場合、クラスまたはインターフェースのすべ
てのメソッドが含まれます。

• signature： メソッドのシグネチャを定義します。この形式については、「シグネチャの指定」で説明されています。
• source： オブジェクトに対する toString() メソッドのコールにこの文字列値が含まれる場合、そのメソッドをイン
ターセプトします。

• args： 引数に対する toString() メソッドのコールにこの文字列値が含まれる場合、そのメソッドをインターセプトし
ます。

エージェントは、指定に一致するメソッド コールをインターセプトする際に、以下のアクションを実行します。

• どのタイプのオブジェクトを返す必要があるかについて、経験に基づいて推測します。
• 汎用のオブジェクトを返します。オブジェクトにはランダムな値が含まれます。

return 属性を使用してオブジェクト タイプを指定すると、最初のアクションをオーバーライドします。

値に小なり記号（<）が含まれる場合、小なり記号を以下のテキストに置換します。

<
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値に大なり記号（>）が含まれる場合、大なり記号を以下のテキストに置換します。

>

例 EJB コール用の自動応答生成
以下の Java メソッドは、JNDI コンテキスト オブジェクトを作成し、EJB を実行できるサーバをコールし、API を呼び
出します。

public void doEJBCall() throws Exception

    {

        Properties props = new Properties();

        props.put(Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORY, "org.jnp.interfaces.NamingContextFactory");

        props.put(Context.PROVIDER_URL, "jnp://localhost:1099");

        /* 1st (optionally) remote call */

        Context ctx = new InitialContext(props);

        /* 2nd remote call */

        EJB3UserControlBeanRemote remote = (EJB3UserControlBeanRemote) ctx.lookup("EJB3UserControlBean/
remote");

        /* 3rd remote call */

        User u = remote.getUser("lisa_simpson");

        /* Local calls... */

        System.out.println(u.getEmail());

    }

サーバが使用可能ではないと仮定します。このメソッドを実行すると、接続を取得できないため、このコードは成功しま
せん。
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以下の response ディレクティブを使用して、このコードを強制的に成功させることができます。最初のディレクティブ
は、InitialContext オブジェクトの作成をインターセプトします。2 番目のディレクティブは、Context オブジェクトの
lookup() メソッドをインターセプトします。3 番目のディレクティブは、EJB3UserControlBeanRemote オブジェクト
のすべてのメソッドをインターセプトします。

<respond class="javax.naming.InitialContext" method="&lt;init&gt;" args="1099"/>

<respond class="javax.naming.Context" method="lookup" args="EJB3UserControlBean/remote"/
>

<respond class="com.itko.examples.ejb3.EJB3UserControlBeanRemote"/>

Java エージェント REST アプリケーション プログラミング インターフェース
Java エージェントには、エージェントの管理に使用できる REST アプリケーション プログラミング インターフェース
のセットが含まれています。

API を起動すると、応答は JSON 形式になります。

REST API のカテゴリ

REST API は以下のカテゴリに分類されます。

• エージェント
統計の取得、キャプチャの開始および停止など、エージェントの基本的なタスクを実行します。

• Artifacts
ベースラインに追加のステップを追加するためのタスクを実行します。

• CaseRecording
トランザクション レコーディングを作成して管理します。

• NoiseFilter
エージェント キャプチャからのデータの除外を管理します。

• チケット
エージェントで作成されたチケットを表示し、更新します。

• Transaction Service
ビジネス トランザクションおよびトランザクション フレームを管理します。

REST API の表示

REST API は Web ブラウザから表示することができます。以下の図は、ユーザ インターフェースの主要なコンポーネン
トを示しています。
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左側の領域には、ベース パス、API カテゴリのリスト、およびオブジェクトのリストが含まれています。

API カテゴリを選択した場合、中央の領域には、カテゴリの API が表示されます。

オブジェクトを選択した場合、中央の領域には、オブジェクトに関する情報が表示されます。

以下の手順に従います。

1. レジストリが実行されていることを確認します。
2. サポートされているブラウザに http://localhost:1505/lisa-pathfinder-invoke/restApiDoc/index を入力します。
レジストリがリモート コンピュータ上にある場合は、localhost をそのコンピュータの名前または IP アドレスに置き
換えます。

3. テキスト領域に、/lisa-pathfinder-invoke/restApiDoc/api を入力します。
4. ［Get documentation （ドキュメントの入手）］をクリックします。

API が表示されます。
5. ブラウザから API を呼び出す方法：

a. API のカテゴリを選択します。
b. API 名をクリックします。
c. 右側の領域で、任意のパス パラメータ、クエリ パラメータ、およびボディ オブジェクトを指定します。中央の領
域の API 情報は、各パラメータが必須か任意かを示します。

d. ［サブミット］をクリックします。

例： パフォーマンス データの取得

この例では、エージェントのパフォーマンス データを取得する方法を示します。API には、1 つのパラメータ（エージェ
ント ID）が必要です。

GET http://mycomputer:1505/lisa-pathfinder-invoke/api/v1/agents/1088413135/performance

応答には、エージェント ID とパフォーマンスの値のセットが含まれています。

{

   "id": 1088413135,
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   "cpuUsage": "0",

   "nonHeapUsage": "79",

   "heapUsage": "223",

   "ioIn": "0",

   "ioOut": "0",

   "txn": "0"

}

Java エージェントに対する開発
クライアント側からの  Java エージェントへの主なインターフェースは、com.itko.lisa.remote.client.AgentClient で
す。このクラスには、エージェントまたはブローカ上の API の呼び出し、エージェントの検出、およびそれらのステー
タス変更（オンライン/オフライン）の通知の受け取りを行うメソッドがあります。

また、このクラスにより、機能の主な領域でエージェントのインタラクションを担当するクラスにアクセスできます。

• com.itko.lisa.remote.client.AgentClient
• com.itko.lisa.remote.client.DiscoveryClient
• com.itko.lisa.remote.client.TransactionsClient
• com.itko.lisa.remote.client.VSEClient

NOTE
エージェントの JavaDocs で、これらのクラスに関する詳細情報を表示できます。JavaDocs は、LISA_HOME
\doc ディレクトリにあります。

NOTE

詳細情報：

• エージェントの一般的な API
• エージェント ディスカバリ API
• エージェント トランザクション API
• エージェント VSE API
• エージェント API の例

エージェントの一般的な API
ほとんどのクライアント API では、ターゲットとしてエージェントを指定する必要があります。この指定
は、com.itko.lisa.remote.IAgentInfo タイプのパラメータを渡すことで実行されます。このパラメータは、エージェン
トおよびその基本情報の一部を一意に識別するオブジェクトを表します。

NOTE
このページで説明するインターフェースおよびクラスに関する詳細情報は、エージェントの JavaDocs で表示
できます。JavaDocs は、LISA_HOME\doc ディレクトリにあります。
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/
** A unique identifier for this agent or console. If it is named the guid is persistent across VM lifespans */

 public long getGuid();

 public void setGuid(long guid);

 

 /** A human-
readable name to identify this agent, manually given or generated from system properties */

 public String getName();

 public void setName(String name);

 

 /** The name of the machine this object was generated on (if available) */

 public String getMachine();

 public void setMachine(String machine);

 

 /** The IP of the machine this object was generated on (if available) */

 public String getIp();

 public void setIp(String ip);

 

 /** The working directory of the JVM this object runs in */

 public String getWorkingDir();

 public void setWorkingDir(String workingDir);

 

 /** The classpath as it is returned by the java.class.path property */

 public String getClasspath();

 public void setClasspath(String classpath);
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 /** The library path as it is returned by the java.library.path property */

 public String getLibpath();

 public void setLibpath(String libpath);

 

 /** For agents, returns the java class containing the main method that was invoked */

 public String getMainClass();

 public void setMainClass(String mainClass);

 

 /** A short-hand version of the command-
line (for representation purposes as it may not be accurate) */

 public String getCommandLine();

 

 /** Transient field to keep track of when this object is sent or received */

 public Date getGenerationTime();

 public void setGenerationTime(Date time);

 

 /
** Transient field to keep track of a required password to invoke APIs on this agent over JMS */

 public String getToken();

 public void setToken(String token);

API の一部は、com.itko.lisa.remote.client.AgentClient から離れて直接確認することができます。このリストは、すべ
てを網羅していませんが、ほとんどのクライアントの大半のニーズを満たしています。

/** Gets the class responsible for all discovery and information for a given agent */

 public DiscoveryClient getDiscoveryClient();

 

 /** Gets the class responsible for all transaction related operations */
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 public TransactionsClient getTransactionClient();

 

 /** Gets the class responsible for all VSE related operations */

 public VSEClient getVSEClient();

 

 /**

  * Get all the discovered agents - this is the main API to get IAgentInfos used in all other API calls

  * @param tokens a map of agent guids or names to tokens, null if no agent has token-
enabled security

  * @return a set of IAgentInfo objects representing agents that are currently online

  */

  public Set getRemoteAgentInfos(Map tokens);

 

 /**

  * Forward agent online information to registered listeners

  * @param info the agent that was just detected to come online

  */

  public void onAgentOnline(IAgentInfo info);

 

 /**

  * Forward agent offline information to registered listeners

  * @param info the agent that was just detected to go offline

  */

  public void onAgentOffline(IAgentInfo info);

 

 /**
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  * Evaluate arbitrary code on the specified agent

  * @param info the agent this code will be evaluated against

  * @param input the code to execute. The variable '_agent' represents the Agent instance.

  * @return the value returned by the code

  * @throws JMSInvocationExceptionthrown if the code throws on the agent

  */

 public Object eval(IAgentInfo info, String input) throws JMSInvocationException

エージェント ディスカバリ API
com.itko.lisa.remote.client.DiscoveryClient クラスは、エージェント上のデータの検出に関連するメソッドを提供しま
す。AgentClient.getInstance().getDiscoveryClient() コールで DiscoveryClient クラスを取得できます。

NOTE
エージェントの JavaDocs で、このクラスに関する詳細情報を表示できます。JavaDocs は、LISA_HOME\doc
ディレクトリにあります。

/**

  * The system properties of the specified agent

  * @param info

  * @return

  * @throws JMSInvocationException

  */

 public Map getVMProperties(IAgentInfo info) throws JMSInvocationException;

 

 /**

  * Returns a list of StatsFrames recorded for the specified agent between the from and the to dates.

  * @param agentInfo the agent for which to retrieve statistics

  * @param from      how far back to filter

  * @param to        how recently to filter
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  * @return          the desired StatsFrames list ordered by decreasing time (starting at the to date)

  */

 public List getStatistics(IAgentInfo agentInfo, Date from, Date to);

 

 /**

  * Returns a list of StatsFrames recorded for the specified agent between the from and the to dates.

  * @param agentInfo the agent for which to retrieve statistics

  * @param from      how far back to filter

  * @param to        how recently to filter

  * @param interval  how to aggregate the results in seconds. 10 means average the results of every 10 secs, etc...

  * @param limit     the maximum number of results

  * @return          the desired StatsFrames list ordered by decreasing time (starting at the to date)

  */

 public List getStatistics(IAgentInfo agentInfo, Date from, Date to, int interval, int limit);

 

 /**

  * TODO: (re)implement - currently will throw

  * @param info

  * @return

  * @throws JMSInvocationException

  */

 public Topology getTopology(IAgentInfo info) throws JMSInvocationException;

 

 /**
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  * Exit points are MethodInfo that capture classes/
methods that make network calls down the stack

  * @param info

  * @return

  * @throws JMSInvocationException

  */

 public Set getExitPoints(IAgentInfo info) throws JMSInvocationException;

 

 /**

  * Returns the name of the J2EE container (or java if it's not a J2EE container)

  * @param info

  * @return

  * @throws JMSInvocationException

  */

 public String getServerInfo(IAgentInfo info) throws JMSInvocationException;

 

 /**

  * Returns the web applications deployed in the specified J2EE container

  * @param info

  * @return

  */

 public WebApplication[] getWebApps(IAgentInfo info) throws JMSInvocationException;

 

 /**

  * Returns the JNDI hierarchy on the specified agent represented by a ClassNode tree

  * @param info
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  * @return

  * @throws JMSInvocationException

  */

 public ClassNode getJNDIRoot(IAgentInfo info) throws JMSInvocationException;

 

 /**

  * The current threads on the agent VM

  * @param info

  * @return

  * @throws JMSInvocationException

  */

 public ThreadInfo[] getThreadInfos(IAgentInfo info) throws JMSInvocationException;

 

 /**

  * The current threads stacks on the agent VM

  * @param info

  * @return

  */

 public String[] dumpThreads(IAgentInfo info) throws JMSInvocationException;

 

 /**

  * The set of all files in the classpath of the specified agent

  * @param info

  * @return

  * @throws JMSInvocationException
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  */

 public Set getClasspath(IAgentInfo info) throws JMSInvocationException;

 

 /**

  * Returns the class hierarchy under the specified path

  * @param info

  * @param fromPath

  * @return

  */

 public ClassNode getClassNodes(IAgentInfo info, String fromPath) throws JMSInvocationException;

 

 /**

  * The class hierarchy found in the archive at the given url

  * @param info

  * @param url

  * @return

  * @throws JMSInvocationException

  */

 public ClassNode getArchiveNodes(IAgentInfo info, URL url) throws JMSInvocationException;

 

 /**

  * A set containing data about the class (fields/methods/src)

  * @param info

  * @param className

  * @return
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  * @throws JMSInvocationException

  */

 public Set getClassInfo(IAgentInfo info, String className) throws JMSInvocationException;

 

 /**

  * Decompile and return the source to a class

  * @param info

  * @param clazz

  * @param loc decompile on the client or in the agent

  * @return

  * @throws JMSInvocationException

  */

 public String getClassSrc(IAgentInfo info, String clazz, boolean loc) throws JMSInvocationException, IOException;

 

 /**

  * Returns the hierarchy this class belong to, i.e., all ancestors but also all extenders/
implementers

  * @param info

  * @param className

  * @return

  * @throws JMSInvocationException

  */

 public ClassNode[] getClassHierarchy(IAgentInfo info, String className) throws JMSInvocationException;

 

/**
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  * Returns (references to) all objects in the heap of the specified class - use with caution

  * @param info

  * @param className

  * @return

  * @throws JMSInvocationException

  */

 public ClassNode getInstancesView(IAgentInfo info, String className) throws JMSInvocationException;

 

 /**

  * Returns (references to) all objects on the heap tracked by the agent

  * @param info

  * @return

  * @throws JMSInvocationException

  */

 public ClassNode getTrackedObjects(IAgentInfo info) throws JMSInvocationException;

 

 /**

  * A crude graph representation of an object (recursively computed fields)

  * @param info

  * @param clazz

  * @param hashCode

  * @return

  * @throws JMSInvocationException

  */

 public ClassNode getObjectGraph(IAgentInfo info, String clazz, int hashCode) throws JMSInvocationException;
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 /**

  * Gets the path from an object to a GC root

  * @param info

  * @param clazz

  * @param hashCode

  * @return

  * @throws JMSInvocationException

  */

 public ClassNode getRootPath(IAgentInfo info, String clazz, int hashCode) throws JMSInvocationException;

 

 /**

  * Gets a file on the agent filesystem, downloads it to the client in a temp location and return a handle to it

  * @param info

  * @param file

  * @return

  * @throws JMSInvocationException

  */

 public File getFile(IAgentInfo info, String file) throws JMSInvocationException, IOException;

エージェント トランザクション API
########は、クライアント要求の結果として 1 つ以上のサーバによって実行されるコード パスです。トラン
ザクションは、要求を開始したクライアントをルートとするツリー構造によって表されます。ツリーのノード
は、com.itko.lisa.remote.transactions.TransactionFrame オブジェクトです。これらのオブジェクトは、サーバ処理
の一部として呼び出されたクラス、メソッド、および引数に関する情報をカプセル化します。また、フレームには、期
間、実行時間、およびそれが発生したスレッドなどの付随情報が含まれます。

トランザクションは、メソッド コール スタックと見なすことができます。違いは、トランザクションがスレッド、プロ
セス、またはコンピュータの境界を越えるという点です。また、スタックにはスレッドのコード実行に関係するメソッド
がすべて含まれるのに対し、トランザクションはいくつかのレベルをスキップし、選択されたメソッドのフレームのみを
含みます。このようなメソッドは、##############と呼ばれます。
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NOTE
エージェントの JavaDocs で、これらのクラスに関する詳細情報を表示できます。JavaDocs は、LISA_HOME
\doc ディレクトリにあります。

TransactionFrame オブジェクトを取得および操作する主な方法
は、AgentClient.getInstance().getTransactionsClient() コールで取得できる
com.itko.lisa.remote.client.TransactionsClient によって提供される以下の API のいくつかのオーバーロードを使用す
る方法です。

/**

  * Start recording transactions

  * @param info the agent to start recording on

  */

 public void startXRecording(IAgentInfo info) throws JMSInvocationException;

 

 /**

  * Stop recording transactions

  * @param info the agent to stop recording on

  */

 public void stopXRecording(IAgentInfo info) throws JMSInvocationException;

 

 /**

  * Start tracking socket usage on the client to use in reconciling client and server transactions.

  * This must be called prior to the call we're adding in addClientTransaction.

  * @param global install on all sockets or only on this thread

  */

 public void installSocketTracker(boolean global);

 

 /**

  * Stop tracking socket usage on the client to use in reconciling client and server transactions.
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  * This should be called after the call we're adding in addClientTransaction.

  * @param global uninstall on all sockets or only on this thread

  */

 public void uninstallSocketTracker(boolean global);

 

 /**

  * As a client, you can invoke this method to root a transaction tree at a new client transaction created using

  * the specified parameters.

  * Note: you must call installSocketTracker before you initiate the client side transaction you're adding here

  * and it is recommended you call uninstallSocketTracker after you're done with the network call.

  * @param stamp     a unique string you can later use to identify the root transaction

  *      (in calls to getTransactions for ex.)

  * @param stepInfo  a nice human-
readable string that tells what the transaction is doing (can be null)

  * @param args      the parameters the client passes to the transaction (can be empty)

  * @param result    the result of the transaction (can be null)

  * @param duration  the client's view of the transaction duration

  */

 public void addClientTransaction(String  stamp, String stepInfo, Object[] args, Object result, long duration);

 

 /** Delete all transactions and dependent data that originated from this client. */

 public void clearTransactions();

 

 /**

  * Gets a flat list of TransactionFrames received from all agents that satsfy the filters passed as arguments
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  * @param offset    offset

  * @param limit     max number of results

  * @param category  filter by transaction category (see TranactionFrame.CATEGORY_XXX - 0 for no filter)

  * @param clazz     filter by class name (null or "" for no filter)

  * @param method    filter by method name (null or "" for no filter)

  * @param minTime   filter by frame duration greater than minTime

  * @return          a list of TransactionFrames satisfying the supplied criteria ordered by decreasing time

  */

 public List getTransactions(int offset, int limit, int category, String clazz, String method, int minTime);

 

 /**

  * Get a list of transaction trees rooted at the specified transaction(s) and satisfying the specified criteria

  * @param offset    offset

  * @param limit     max number of results

  * @param stamps    an array of root client transaction stamps - returns all if this is empty

  * @param minTime   duration below which transactions are pruned out of the results

  * @return ret      a list of transaction trees matching the criteria ordered by decreasing time

  */

 public List getTransactionsTree(int offset, int limit, String[] stamps, int minTime)

トランザクションは複数のエージェントにまたがることができるため、これらの API のパラメータでは Agent または
AgentInfo を指定しません。

これらの API は、com.itko.lisa.remote.transactions.TransactionFrame のリスト（ツリー）を返すため、カプセル化
されているデータを確認できます。

/** A unique identifier for this frame */

 public String getFrameId();

 public void setFrameId(String frameId);
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 /** The frame id of this frame's parent frame

 public String getParentId();

 public void setParentId(String parentId);

 

 /
** An identifier shared by all frames belonging to the same transaction (same as global root frame id) */

 public String getTransactionId();

 public void setTransactionId(String transactionId);

 

 /** The parent TransactionFrame object */

 public TransactionFrame getParent();

 public void setParent(TransactionFrame parent);

 

 /** The list of child TransactionFrame objects */

 public List getChildren();

 public void setChildren(List children);

 

 /** The unique identifier of the Agent this frame was recorded in */

 public long getAgentGuid();

 public void setAgentGuid(long agentGuid);

 

 /** Increasing counter that helps order the frames (time may not be precise enough) */

 public long getOrdinal();

 public void setOrdinal(long ordinal);
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 /
** Network incoming or outgoing frames set this to tell us what IP they are talking from */

 public String getLocalIP();

 public void setLocalIP(String ip);

 

 /
** Network incoming or outgoing frames set this to tell us what port they are talking from */

 public int getLocalPort();

 public void setLocalPort(int port);

 

 /
** Network incoming or outgoing frames set this to tell us what IP they are talking to */

 public String getRemoteIP();

 public void setRemoteIP(String ip);

 

 /
** Network incoming or outgoing frames set this to tell us what port they are talking to */

 public int getRemotePort();

 public void setRemotePort(int port);

 

 /** The name of the thread this frame was recorded in */

 public String getThreadName();

 public void setThreadName(String threadName);

 

 /
** Name of the class or interface this frame was recorded in (as per the interception spec) */

 public String getClassName();
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 public void setClassName(String className);

 

 /** Name of the class of the actual object this frame was recorded in */

 public String getActualClassName();

 

 /** Name of the method this frame was recorded in */

 public String getMethod();

 public void setMethod(String method);

 

 /** Signature of the method this frame was recorded in */

 public String getSignature();

 public void setSignature(String signature);

 

 /** Formatted representation of the object this frame was recorded in */

 public String getSource();

 public void setSource(Object source);

 

 /
** Formatted representation of the arguments to the method this frame was recorded in */

 public String[] getArguments();

 public void setArguments(Object[] arguments);

 

 /** Formatted representation of the result of the method this frame was recorded in */

 public String getResult();

 public void setResult(Object result);
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 /** Number of times this frame was duplicated within its parent */

 public long getHits();

 public void setHits(long hits);

 

 /** Server time at which the frame was recorded */

 public long getTime();

 public void setTime(long time);

 

 /** Wall clock duration this frame took to execute */

 public long getClockDuration();

 public void setClockDuration(long clockDuration);

 

 /** CPU duration this frame took to execute */

 public long getCpuDuration();

 public void setCpuDuration(long cpuDuration);

 

 /** Custom representation of state associated with this frame */

 public String getState();

 public void setState(Object state);

 

 /** Formatted LEK info as encoded/decoded by the LEKEncoder class */

 public String getLekInfo();

 public void setLekInfo(String lekInfo);
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 /** Pre-computed category this frame belongs to - see TransactionFrame.CATEGORY_XXX */

 public int getCategory();

 public void setCategory(int category);

 

 /
** Bitwise or'ed combination of various internal pieces of information - see TransactionFrame.FLAG_XXX */

 public long getFlags();

 public void setFlags(long flags);

エージェント VSE API
VSE によって、十分に定義された境界に沿って、プロセス、サービス、またはそれらの一部をスタブ アウトできます。
これらのプロセスおよびサービスの内部要素は、カスタム ユーザ定義ルールに従って  によって実行されるレイヤと置換
できます。 が実行するこれらのレイヤは、モデルと呼ばれます。通常、これらのルールのデフォルトの開始点は、ライ
ブ システムのインタラクションの記録から取得されます。

は、すでに、HTTP プロトコル（Web アプリケーションおよび Web サービスの仮想化を可能にする）、JMS、およ
び JDBC について、VSE をある程度までサポートしています。エージェントは、サーバ プロセスの内部から直接仮想
化を可能にする API を提供するため、仮想化はプロトコルに依存しません。仮想化は、HTTP、JMS、JDBC だけでな
く、RMI、EJB、または任意のカスタム Java オブジェクトに対しても有効にできます。

（またはエージェントのその他のクライアント）では、AgentClient.getInstance().getVSEClient() によって取得される
com.itko.lisa.remote.client.VSEClient で定義されている以下の API を使用して、この仮想化を実現できます。

NOTE
エージェントの JavaDocs で、このクラスに関する詳細情報を表示できます。JavaDocs は、LISA_HOME\doc
ディレクトリにあります。

/**

  * Returns a list of all class/
interface names whose name matches the supplied regular expression

  * or that extend/implement a class/
interface whose name matches the supplied regular expression

  * if implementing is true. Searching for annotations is supported through the syntax:

  * class regex@annotation regex (e.g. ".*.Remote@.*.Stateless").

  * @param agentInfo

  * @param regex
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  * @param impl

  * @return

  */

 public String[] getMatchingClasses(IAgentInfo info, String regex, boolean impl) throws JMSInvocationException

 

 /**

  * Register a VSE callback with the specified agent whose onFrameRecord will be invoked

  * in recording mode for all virtualized methods and whose onFramePlayback method will be invoked

  * in playback mode for all virtualized methods.

  * @param info

  * @param callback

  */

 public void registerVSECallback(IAgentInfo info, IVSECallback callback);

 

 /**

  * Unegister a VSE callback with the specified agent.

  * @param info

  * @param callback

  */

 public void unregisterVSECallback(IAgentInfo info, IVSECallback callback);

 

 /**

  * Start calling our virtualization recording callback on the specified agent.

  * @param agentInfo

  * @throws RemoteException
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  */

 public void startVSERecording(IAgentInfo agentInfo) throws JMSInvocationException

 

 /**

  * Start calling our virtualization playback callback on the specified agent.

  * @param agentInfo

  * @throws RemoteException

  */

 public void startVSEPlayback(IAgentInfo agentInfo) throws JMSInvocationException

 

 /**

  * Stop virtualizing on the specified agent.

  * @param agentInfo

  * @throws RemoteException

  */

 public void stopVSE(IAgentInfo agentInfo) throws JMSInvocationException

 

 /**

  * Virtualizes the specified class/
interface and all its descendants on the specified agent.

  * @param agentInfo

  * @param className

  * @return

  */

 public void virtualize(IAgentInfo agentInfo, String className) throws JMSInvocationException
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コールバック API のインターフェースは、com.itko.lisa.remote.vse.IVSECallback で定義されています。このインター
フェースは、以下のメソッドを定義します。

/**

  * This is the method that gets invoked by agents that have VSE recording turned on

  * when a virtualize method gets called. The VSE frame has all the information needed

  * to later replay the method in playback mode.

  * @param frame

  * @throws RemoteException

  */

 void onFrameRecord(VSEFrame frame) throws RemoteException;

 

 /**

  * This is the method that gets invoked by agents that have VSE playback turned on

  * when a virtualize method gets called. The VSE frame has all the information needed

  * to match an existing recorded frame so its result (and by reference arguments)

  * can be set appropriately.

  * @param frame

  * @return

  * @throws RemoteException

  */

 VSEFrame onFramePlayback(VSEFrame frame) throws RemoteException;

最後に、com.itko.lisa.remote.vse.VSEFrame オブジェクトは、以下のプロパティのゲッターとセッターを備えた
POJO です。

/** Get/sets a unique identifier for this frame */

 public String getFrameId();
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 public void setFrameId(String frameId);

 

 /** The agent id this frame originates from */

 public long getAgentGuid();

 public void setAgentGuid(long agentId);

 

 /** The thread name this frame method was invoked on */

 public String getThreadName();

 public void setThreadName(String threadName);

 

 /** The name of the class this frame method was invoked on */

 public String getClassName();

 public void setClassName(String className);

 

 /** A unique identifier that tracks objects for the span of the VM's life */

 public String getSourceId();

 public void setSourceId(String srcId);

 

 /** The session id of the innermost session-scoped protocol enclosing this frame */

 public String getSessionId();

 public void setSessionId(String sessionId);

 

 /** The name of the method that was invoked */

 public String getMethod();

 public void setMethod(String method);
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 /** The XStream'ed arguments array to the method that was invoked */

 public String[] getArgumentsXML();

 public void setArgumentsXML(String[] argumentsXML);

 

 /** The XStream'ed result of the method that was invoked */

 public String getResultXML();

 public void setResultXML(String resultXML);

 

 /** The (server) time the method was invoked */

 public long getTime();

 public void setTime(long time);

 

 /** The time the method took to execute */

 public long getClockDuration();

 public void setClockDuration(long duration);

 

 /
** Whether to use getCode or the ResultXML to compute the desired result in playback mode */

 public boolean isUseCode();

 public void setUseCode(boolean useCode);

 

 /**

  * The code to execute on the server if isUseCode is true. This can be arbitrary code

  * that has access to the object ($0) and method arguments ($1, $2,...)

  */

 1438



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

 public String getCode();

 public void setCode(String code);

エージェント API の例
このページでは、エージェント API の例を示します。

エージェント API の例 1

以下のコードでは、クライアント コードからトランザクションを生成し、それによって生成されたトランザクション ツ
リーを取得します。

private static void testAddTransaction() throws Exception

 {

 String request = "http://localhost:8080/examples/servlets/servlet/HelloWorldExample";

 TransactionsClient tc = AgentClient.getInstance().getTransactionClient();

 

 tc.installSocketTracker(false);

 long start = System.currentTimeMillis();

 

 String response = testMakeRequest(request);

 

 long end = System.currentTimeMillis();

 tc.uninstallSocketTracker(false);

 

 String frameId = tc.addClientTransaction("test", new Object[] { request }, response, end - start);

 TransactionFrame frame = tc.getTransactionTree(frameId);

 

 System.out.println(frame.isComplete() ? "Yes!" : "No!");

 }
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上記のコードでは以下のユーティリティ関数を使用しています。これはエージェントとはまったく関係がありませんが、
完全性のために記述されているものです。

/** Assuming Tomcat is running on localhost:8080 */

 private static String testMakeRequest(String url) throws IOException

 {

 StringBuffer response = new StringBuffer();

 HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) new URL(url).openConnection();

 

 con.setRequestMethod("GET");

 con.setDoOutput(true);

 con.setUseCaches(false);

 

 BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(con.getInputStream()));

 for (String line = br.readLine(); line !
= null; line = br.readLine()) response.append(line);

 br.close();

 

 return response.toString();

 }

エージェント API の例 2

以下のコードでは、VSE ログ コールバックを登録します。

AgentClient.getInstance().addListener(new IAgentEventListener()

 {

  public void onAgentOffline(final IAgentInfo info) {}

  public void onAgentOnline(final IAgentInfo info)
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  {

   AgentClient.getInstance().getVSEClient().registerVSECallback(info, new IVSECallback()

   {

    public void onFrameRecord(VSEFrame frame) { System.out.println("Recorded: " + frame); }

    public VSEFrame onFramePlayback(VSEFrame frame) { System.out.println("Played back: " + frame); return frame; }

    public int hashCode() { return 0; }

    public boolean equals(Object o) { return o instanceof IVSECallback; }

  });

 

  try { AgentClient.getInstance().getVSEClient().startVSERecording(info); } catch (JMSInvocationException e) {}

 });

Java エージェント拡張
以下のページには、 Java Agent 拡張を作成するためのさまざまな側面について説明します。

エージェントの拡張
com.itko.lisa.remote.transactions.interceptors.IInterceptor インターフェースを実装する Java クラス、または
com.itko.lisa.remote.transactions.interceptors.AbstractInterceptor クラスを拡張する Java クラスを作成すること
により、エージェントの動作をカスタマイズできます。詳細については、インストール ディレクトリの doc フォルダ
で、JavaDocs を参照してください。

public interface IInterceptor {

    /**

     * Whether this custom interceptor is currently disabled

     */

    public boolean isDisabled();

 

    /**

 1441



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

     * Returns whether the interception should return (true) or proceed (false)

     */

    public boolean block(boolean wayIn, Object src, String spec, String clazz, String method, String signature, Object[] args, Object ret);

 

    /**

     * Called after method entry to possibly modify the current frame based on interceptor logic.

     */

    public boolean preProcess(TransactionFrame frame, Object src, String spec, String clazz, String method, String signature, Object[] args, Object ret);

 

    /**

     * Called before method exit to possibly modify the current frame based on interceptor logic

     */

    public boolean postProcess(TransactionFrame frame, Object src, String spec, String clazz, String method, String signature, Object[] args, Object ret);

}

データのキャプチャを停止する場合は、block() メソッドを上書きします。この方法は rules.xml ファイルへの exclude
ディレクティブの追加に似ていますが、より柔軟性があります。

エージェントがメソッドをキャプチャする直前にロジックを実行するようにする場合は、preProcess() メソッドを上書
きします。

エージェントがメソッドをキャプチャした直後にロジックを実行するようにする場合は、postProcess() メソッドを上書
きします。

これらのメソッドは、インターセプトされたか追跡されているすべてのクラスおよびメソッドに対して自動的に呼び出さ
れます。メソッドをインターセプトするかまたはクラスを追跡するには、rules.xml ファイルで前述の構文を使用して指
定できます。また、拡張クラスのコンストラクタでプログラムによってインターセプトを指定できます。後の方法の利点
は、拡張が自己完結型であるということです。

block() メソッドの最初の引数は boolean wayIn です。block() メソッドは、1 つのメソッドあたり 2 回コールされます
（入口で 1 回、出口で 1 回）。入口でのコール時の wayIn 引数の値は true です。出口でのコール時の wayIn 引数の値
は false です。

以下では、block()、preProcess()、および postProcess() メソッドに共通の引数について説明します。

引数 説明
Object src メソッドがコールされているオブジェクト。
String spec API をインスツルメントするように指定されたクラスまたはイン

ターフェース名。
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String clazz インターセプトされたメソッドを定義するクラスの名前。
String method インターセプトされたメソッドの名前。
String signature インターセプトされたメソッドのシグネチャ（JVM 形式）。
Object[] args インターセプトされたメソッドに渡される引数。
Object ret インターセプトされたメソッドの戻り値。wayIn 引数が true の場

合、戻り値は NULL です。

src、spec、および clazz 引数の違いについては、以下の例で説明できます。

以下のインターフェースおよびクラス定義があると仮定します。

public interface A {

     void m();

}

 

public class B implements A {

     void m() {}

}

 

public class C extends B {

}

ルールで intercept("A", "m", "*") を指定し、コードが C.m() をコールする場合、以下の情報は true です。

• spec は A である
• clazz は B である
• src は C のインスタンスである

展開

拡張を展開するには、拡張をコンパイルして、以下のエントリを含むマニフェストと共に JAR ファイルにパッケージ化
します。

Agent-Extension: extension-class-name 

エージェントの JAR ディレクトリにこの JAR を配置すると、エージェントは自動的にそれを取得します。エージェント
が起動した後にファイルを追加した場合、ホット ロード メカニズムによってファイルが確実に適用されます。エージェ
ントの実行中に拡張 JAR を更新した場合、JAR クラスが動的に再ロードされます。動的な再ロードにより、サーバを再
起動せずに、拡張コードをすばやく簡単にテストできます。
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拡張 JAR は、拡張クラスで使用されるクラスをすべて参照できるクラスローダによってロードされます。使用するクラ
スを定義する LisaAgent.jar およびすべてのコンテナ JAR に対して、拡張ソースをコンパイルできます。拡張にリフレ
クションを使用する必要はありません。

例

以下の例では、block() メソッドを使用して、スレッド名が Event Sink Thread Pool で始まるメソッドをエージェント
がキャプチャしないようにします。

public class MyInterceptor extends AbstractInterceptor {

 

   /** Returns true if this call should not be intercepted */

   public boolean block(boolean wayIn, Object src, String spec, String clazz, String method, String signature, Object[] args, Object ret) {

      if (Thread.currentThread().getName().startsWith("Event Sink Thread Pool")) {

         return true;

      }

      return super.block(wayIn, src, spec, clazz, method, signature, args, ret);

   }

 

   ...

 

}

以下の例では、postProcess() メソッドを使用して、トランザクション ウィンドウの［応答］行のデータをキャプチャ
します。この例では、com.itko.lisa.remote.transactions.TransactionFrame クラスの setResponse() メソッドをコー
ルしています。詳細については、インストール ディレクトリの doc フォルダで、JavaDocs を参照してください。

public class MyInterceptor extends AbstractInterceptor {

 

   ...

 

   public boolean postProcess(TransactionFrame frame, Object src, String spec, String clazz, String method, String signature, Object[] args, Object ret) {
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      if (clazz.equals("com.itko.lisa.training.NotCaptured") && method.equals("doRequest")) {

         frame.setResponse((String) ret);

      }

      return super.postProcess(frame, src, spec, clazz, method, signature, args, ret);

   }

以下の例では、WebMethods の com.wm.data.IData オブジェクトが Integration Server のフローで呼び出されたときに
そのオブジェクトの XML コンテンツを出力する方法を示します。エージェントはすでに WebMethods をサポートして
いるので、そのための拡張は必要ありません。

package com.itko.lisa.ext;

 

 import java.io.ByteArrayOutputStream;

 import com.itko.lisa.remote.transactions.interceptors.AbstractInterceptor;

 import com.itko.lisa.remote.transactions.TransactionFrame;

 import com.wm.app.b2b.server.ServiceManager;

 import com.wm.app.b2b.server.BaseService;

 import com.wm.data.IData;

 import com.wm.util.coder.IDataXMLCoder;

 

 public class IDataInterceptor extends AbstractInterceptor {

 

 public IDataInterceptor() {

     super.intercept("com.wm.app.b2b.server.ServiceManager", "invoke", "(Lcom/wm/app/
b2b/server/BaseService;Lcom/wm/data/IData;Z)Lcom/wm/data/IData;");

 }

 

 public boolean preProcess(TransactionFrame frame, Object src, String spec, String clazz, String method, String signature, Object[] args, Object ret) {
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     if (ServiceManager.class.getName().equals(clazz) && "invoke".equals(method)) {

         doCustomLogic((BaseService) args\[0\], (IData) args\[1\], false);

     }

 

     return super.preProcess(frame, src, spec, clazz, method, signature, args, ret);

 }

 

 public boolean postProcess(TransactionFrame frame, Object src, String spec, String clazz, String method, String signature, Object[] args, Object ret) {

     if (ServiceManager.class.getName().equals(clazz) && "invoke".equals(method)) {

         doCustomLogic((BaseService) args\[0\], (IData) ret, true);

     }

 

     return super.postProcess(frame, src, spec, clazz, method, signature, args, ret);

 }

 

 private void doCustomLogic(BaseService flow, IData p, boolean output) {

     ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream(63);

 

     try {

         new IDataXMLCoder().encode(baos, p);

     } catch (IOException e) {

         e.printStackTrace();

     }

 

     System.out.println("Flow: " + flow.getNSName());
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     System.out.println((output ? "Output" : " Input") + "Pipeline: " + baos);

 

 }

 }

この拡張をビルドするには、LisaAgent.jar、wm-isclient.jar、および wm-isserver.jar に対してこのコードをコンパイ
ルし、以下の行を含むマニフェストと共にクラス ファイルを JAR にまとめます。

Agent-Extension: com.itko.lisa.ext.IDataInterceptor

トランザクション フレームへのタグの追加
トランザクション フレームに任意のキー/値ペアを関連付けることができます。キー/値ペアは、##と呼ばれます。

TransactionFrame オブジェクトは setTag() メソッドを提供します。このメソッドには、2 つの文字列引数（キーおよ
び値）があります。

以下のコードは、エージェント拡張の postProcess() メソッドの内部からタグを追加する方法を示しています。

// somewhere in postProcess
frame.setTag("tagname", "tagvalue");

たとえば、Web サイトへのログイン時に要求パラメータ username の値を取得し、frame.setTag("username", value)
をコールする拡張を作成できます。

タグはデータベース内の FRAME_TAGS テーブルに格納されます。

ポータルでは、フレームのタグを表示することができます。詳細については、「フレーム情報」を参照してください。 

コマンド ライン ツールでは、検索条件としてタグを使用することができます。

ブローカの拡張
ブローカ拡張は、トランザクション フラグメントがエージェントから受信された後、ブローカによってロードおよび呼
び出されます。

ブローカ拡張によって、以下のタスクを実行できます。

• フレームに含まれているデータを変更する。
• 特定のフレームを追加または除去する。
• ステッチング アルゴリズムをカスタマイズする。ステッチング アルゴリズムは、トランザクション フラグメントを
アセンブルする方法を定義します。

ブローカを拡張するには、com.itko.lisa.remote.plumbing.IAssemblyExtension インターフェースを実装します。この
インターフェースは、onTransactionReceived() メソッドを定義します。詳細については、インストール ディレクトリ
の doc フォルダで、JavaDocs を参照してください。

public interface IAssemblyExtension {
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     /**

      * The method invoked prior to assembly

      * @param frame the partial transaction root received from an agent

      * @return true to bypass normal assembly (i.e. if the extension wants to take care of it itself)

      */

     public boolean onTransactionReceived(TransactionFrame frame);

 }

展開

ブローカ拡張を展開するには、拡張をコンパイルして、以下のエントリを含むマニフェスト ファイルと共に JAR ファイ
ルにパッケージ化します。

Broker-Extension: extension-class-name 

以下に例を示します。

Broker-Extension: com.itko.lisa.remote.ext.JMSPayloadCorrelationBroker

ブローカ ディレクトリにこの JAR を配置すると、ブローカは自動的にそれを取得します。ブローカが起動した後にファ
イルを追加した場合、ホット ロード メカニズムによってファイルが確実に適用されます。ブローカの実行中に拡張 JAR
を更新した場合、JAR クラスが動的に再ロードされます。動的な再ロードにより、ブローカを再起動せずに、拡張コー
ドをすばやく簡単にテストできます。

例： ステッチング アルゴリズムのカスタマイズ

典型的な使用例は、TCP/IP およびポートを使用する通常のステッチング アルゴリズムが、エージェント間に配置された
仮想 IP が割り当てられているロード バランサによって混乱する場合、またはエージェントがネイティブ ライブラリを
使用して IO を実行し、使用中の IP およびポートに直接アクセスできない場合です。この場合、フレームのアドレスお
よびポートのフィールドが空白のままか、正しくありません。拡張でフレームをアセンブルする必要があります。

以下の例では、ロード バランサ問題に対処する拡張の基本的な構造を示します。

import com.itko.lisa.remote.plumbing.IAssemblyExtension;

import com.itko.lisa.remote.transactions.TransactionFrame;

import com.itko.lisa.remote.utils.UUID;

 

 1448



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

public class LoadBalancerExtension implements IAssemblyExtension {

 

    private TransactionFrame m_lastAgent1Frame;

    private TransactionFrame m_lastAgent2Frame;

 

    public boolean onTransactionReceived(TransactionFrame frame) {

 

       
 if (frame.getClassName().equals("Class1") && frame.getMethod().equals("method1")) {

            m_lastAgent2Frame = frame;

            if (m_lastAgent1Frame.getFrameId() == m_lastAgent2Frame.getParentId()) {

                stitch(m_lastAgent1Frame, m_lastAgent2Frame);

            }

        }

 

       
 if (frame.getClassName().equals("Class2") && frame.getMethod().equals("method2")) {

            m_lastAgent1Frame = frame;

            if (m_lastAgent1Frame.getFrameId() == m_lastAgent2Frame.getParentId()) {

                stitch(m_lastAgent1Frame, m_lastAgent2Frame);

            }

        }

 

        return false;

    }
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    /*

     * Link the parent frame and the child frame

     */

    private void stitch(TransactionFrame parent, TransactionFrame child) {

        String newFrameId = UUID.newUUID();

        parent.setFrameId(newFrameId);

        child.setParent(parent);

        parent.getChildren().add(child);

    }

}

Java VSE の拡張
Java VSE 拡張では、以下のいずれかのメソッドを上書きできます。

• onPreRecord()： このメソッドは、レコーディング中に仮想化されたメソッドが実行を開始する前にコールされま
す。

• onPostRecord()： このメソッドは、レコーディング中に仮想化されたメソッドが実行を停止した後にコールされま
す。

• onPreHijack()： このメソッドは、再生中に仮想化されたメソッドが VSE に渡される前にコールされます。
• onPostHijack()： このメソッドは、再生中に仮想化されたメソッドが VSE から戻った後にコールされます。
• onNewStream()： このメソッドは、オブジェクトが XML に変換されるたびにコールされます。

例

以下の例では、onPostRecord() メソッドを使用して、レコーディング中にクラスの名前を変更します。この例で
は、com.itko.lisa.remote.vse.VSEFrame クラスの setClassName() メソッドをコールしています。詳細については、
インストール ディレクトリの doc フォルダで、JavaDocs を参照してください。

public class MyInterceptor extends AbstractVSEInterceptor {

 

   ...

 

   public boolean onPostRecord(VSEFrame frame, Object src, String clazz, String method, String signature, Object[] args, Object ret) {

      frame.setClassName(clazz.replaceAll("\\.", "_"));
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      return super.onPostRecord(frame, src, clazz, method, signature, args, ret);

   } 

 

}

ロード バランサおよびネイティブ Web サーバ
部分的なトランザクションから完全なトランザクションを組み立てるプロセスは、######と呼ばれます。

ロード バランサまたはネイティブ Web サーバが存在するネットワークにエージェントが展開されている場合
は、Application Insight によって使用されるステッチング アルゴリズムが正しく機能しないことがあります。

以下の図は、2 つのエージェント間のロード バランサを示しています。

ブローカがステッチングを正しく実行するためには、ブローカの loadbalancer ディレクティブをブローカの rules.xml
ファイルに追加します。エージェント間にインストールされているアプライアンスごとに、そのアプライアンスの IP ア
ドレスを指定します。以下に例を示します。

<loadbalancer ip="172.16.0.0"/>
<loadbalancer ip="172.31.255.255"/>
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loadbalancer ディレクティブは、broker エレメント内に配置する必要があります。

別の方法は、［常に待機］プロパティを有効にすることです。

ポータルの［エージェント］ウィンドウから、このプロパティを設定できます。プロパティは［設定］タブに表示されま
す。

Java エージェントのセキュリティ
Java エージェントは、拡張やリモート コード呼び出しのためのセキュリティ メカニズムを提供します。

エージェントは、独自のセキュリティ マネージャをインストールします。カスタム エージェント コードはすべて、セ
キュリティ マネージャによって適用される特殊な権限で実行されます。アプリケーションがすでに独自のセキュリティ
マネージャを使用している場合は、エージェントのセキュリティ マネージャが既存のセキュリティ マネージャをラップ
し、通常のアプリケーション コードについてはそれに委任します。

拡張

Application Insight および Service Virtualization のエージェント拡張の実行には、以下の制限があります。

• ファイル アクセスは、エージェント ディレクトリと一時ディレクトリに制限されます。
• プロセスの作成は無効です。
• プロセスの終了は無効です。

その結果、テスト中のシステムは、コンピュータの残りの部分からサンドボックス化されます。

一部のアプリケーションは、セキュリティ マネージャが null であるかどうかを明示的にチェックし、その結果に応じて
異なるコード パスを使用することができます。この状況では、エージェントのセキュリティ マネージャによって解決不
能な問題が発生する場合があります。以下のいずれかの方法を使用して、エージェントのセキュリティ マネージャを無
効にすることができます。

• コマンドラインで -Dsecurity.manager.disabled=true を指定します。
• lisa.agent.security.manager.disabled プロパティを rules.xml ファイルに追加し、値を true に設定します。

NOTE
セキュリティ マネージャを無効にすると、許可のチェックが無効になります。ただし、トークン認証は引き続
き有効にすることができます。

リモート コード呼び出し

エージェントはリモート システムに配置されるため、エージェント API はすべてリモート コード呼び出しを通して機能
します。

リモート コード呼び出しのセキュリティは、トークンを使用して処理されます。

エージェントに対して 1 つまたは 2 つのトークンを定義するには、token オプションを使用します。最初のトークンは、
管理者ロールを表します。2 番目のトークンは、ユーザ ロールを表します。2 つのトークンを指定する場合は、それらを
コロンで区切ります。

例:

• token=asdf1 は、asdf1 の値を持つ管理者トークンを指定します。
• token=asdf1:asdf2 は、asdf1 の値を持つ管理者トークンと、asdf2 の値を持つユーザ トークンを指定します。

管理者トークンまたはユーザ トークンには、カンマ、等号、および空白文字を除く任意の文字を含めることができま
す。トークンの最大長は 16 文字です。
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トークンの概念は、コンソールで使用できます。これは、コマンドライン構文 -Dlisa.token=xxxx または -
Dlisa.token=xxxx:xxxx で指定できます。コンソールの場合は、専用のセキュリティ マネージャが存在しないため、ど
ちらのトークンにもすべての権限があります。コンソール トークンを指定しないと何も実行できなくなるという点で、
セキュリティが実現されます。

SSL を使用するための Java エージェントの設定

エージェントとブローカの間の通信を保護するために、SSL （Secure Sockets Layer）を使用できます。

ブローカは、レジストリの SSL 用の設定を継承します。エージェントは、同じ暗号化されたパスワードおよび同じキー
ストアを使用します。

以下の方法のいずれかを選択します。

デフォルト キーストア

この方法では、 のデフォルト キーストアを使用します。

以下の手順に従います。

1. LISA_HOME ディレクトリの local.properties ファイルを開き、以下の行のコメントを外します。
 lisa.net.default.protocol=ssl
 

2. local.properties ファイルを保存します。
3. レジストリを起動または再起動します。
4. ブローカ URL を指定する場合は、ssl スキームを使用します。以下に例を示します。

 ssl://localhost:2009
 

カスタム キーストア

この方法は、カスタム キーストアに基づいています。

NOTE
ポータルの詳細情報については、「CA Continuous Application Insight の使用」を参照してください。

以下の手順に従います。

1. 「通信を保護するための SSL の使用」の手順に従って、カスタム キーストアを設定します。
2. LISA_HOME\agent ディレクトリにキーストアを配置します。
3. ポータルを開きます。
4. 左側のナビゲーション メニューで［Settings］-［Agents］を選択します。
5. 左側の部分で、エージェントを選択します。
6. ［設定］タブをクリックします。
7. プロパティをミラーリングするカスタム キーストアを設定するために、以下のエージェント プロパティを設定しま
す。暗号化されたパスワードは、local.properties ファイルからコピーできます。
– キーストアの場所
– キーストア パスワード（暗号化）
– トラストストアの場所
– トラストストア パスワード（暗号化）

8. 左側の部分で、ブローカを選択します。
9. エージェント用と同じプロパティを設定します。キーストアのパスは異なります。
10.ブローカ URL を指定する場合は、ssl スキームを使用します。以下に例を示します。

 ssl://localhost:2009
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Java エージェントのログ ファイル
以下のログ ファイルは、問題のトラブルシューティングに役立ちます。

• エージェント ログ ファイルには、devtest_agent_pid.log という名前が付けられます。このファイル
は、LisaAgent.jar ファイルと同じディレクトリに書き込まれます。

• ブローカが開始されるたびに、devtest_broker_pid.log という名前のログ ファイルが作成されます。また、ブローカ
は、pfbroker.log という名前の統合されたログ ファイルを持ちます。これらのファイルは、メイン  ログ ファイルと
同じディレクトリに書き込まれます。

• コンソール ログ ファイルには、devtest_agent_console_pid.log という名前が付けられます。これらのファイル
は、メイン  ログ ファイルと同じディレクトリに書き込まれます。

ファイル名の pid の部分は、ログ記録を実行しているプロセスのプロセス ID です。

NOTE
メインの  ログ ファイルとその場所については、「ログ記録」を参照してください。

以下の設定プロパティで、ログ動作を制御できます。

• lisa.agent.log.max.size
アーカイブの前に、エージェントまたはブローカ ログ ファイルの最大サイズを設定します。値はバイト単位です。

• lisa.agent.log.max.archives
保持するアーカイブ ログ ファイルの最大数を設定します。

• lisa.agent.java.logging.level
ログ ステートメントがキャプチャされる最低レベルを設定します。この設定はブローカには適用されません。レベル
の詳細については、Java API ドキュメントで java.util.logging.Level クラスを参照してください。

• lisa.agent.agent.log
エージェントまたはブローカ ログ ファイルの場所を設定します。

また、 ポータルからこれらのプロパティを設定することができます。

トランザクション ディスパッチャ
トランザクション ディスパッチャは、エージェントによるトランザクションのキャプチャを制御します。

ディスパッチャの一部またはすべてを無効にすることによって、パフォーマンスを改善できます。

すべてのディスパッチャを無効にするには、rules.xml ファイルに以下の行を追加します。

 <property key="com.itko.lisa.remote.transactions.TransactionDispatcher.disabled"
 value="true"/>
 

個々のディスパッチャを無効にするには、rules.xml ファイルに以下の行を 1 つまたは複数追加します。

 <property key="com.itko.lisa.remote.transactions.dispatchers.SocketDispatcher.disabled"
 value="true"/>
 <property key="com.itko.lisa.remote.transactions.dispatchers.FileDispatcher.disabled"
 value="true"/>
 <property
 key="com.itko.lisa.remote.transactions.dispatchers.StreamInDispatcher.disabled"
 value="true"/>
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 <property
 key="com.itko.lisa.remote.transactions.dispatchers.StreamOutDispatcher.disabled"
 value="true"/>
 <property key="com.itko.lisa.remote.transactions.dispatchers.URLDispatcher.disabled"
 value="true"/>
 <property
 key="com.itko.lisa.remote.transactions.dispatchers.ConnectionDispatcher.disabled"
 value="true"/>
 <property key="com.itko.lisa.remote.transactions.dispatchers.JNDIDispatcher.disabled"
 value="true"/>
 <property key="com.itko.lisa.remote.transactions.dispatchers.JMSDispatcher.disabled"
 value="true"/>
 <property key="com.itko.lisa.remote.transactions.dispatchers.MQDispatcher.disabled"
 value="true"/>
 <property
 key="com.itko.lisa.remote.transactions.dispatchers.ExceptionDispatcher.disabled"
 value="true"/>
 <property key="com.itko.lisa.remote.vse.VSEDispatcher.disabled" value="true"/>
 

すべてのディスパッチャの無効化は、個々のディスパッチャの無効化より簡単です。

ポータルの［エージェント］ウィンドウでは、エージェントがトランザクションをキャプチャするかどうかを制御でき
ます。このアクションは、すべてのディスパッチャの無効化と同じです。ただし、この変更は永続的ではありません。

アプリケーション トレース キットから以下のアクションを実行することもできます。

• エージェントのプロパティを表示し、トランザクション/ディスパッチャを選択します。1 つまたは複数のプロパティ
を更新し、［保存］をクリックします。この変更は永続的です。

• エージェントを選択し、虫めがねアイコン

をクリックして、［Pathfinder をオフにする］をクリックします。このアクションは、すべてのディスパッチャの無
効化と同じです。ただし、この変更は永続的ではありません。

これらの設定のいずれも、展開されている仮想サービスに影響しません。トランザクションのキャプチャがオフになって
いる場合でも、エージェントは仮想サービス環境への正しいトランザクションの送信を継続します。

実行できる関連アクションは、local.properties ファイルへの以下の行の追加です。

 lisa.pathfinder.on=false
 

このアクションによって、コーディネータ上で実行されるテストからのトランザクションのキャプチャが無効化されま
す。これによって、ブローカの負荷を軽減できます。

Java エージェントのトラブルシューティング
WARNING
ターゲット環境を事前に調査し、それがテストされていることを確認するか、または自分自身でテストしてく
ださい。Java エージェントの問題のほとんどは、アプリケーションではなく、OS または JVM に起因してい
ます。このドキュメントの指示に従うようにしてください。それが役に立たない場合に備えて、このページで
は、最も一般的な問題について説明しています。
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Java エージェントに関連する最も重大な問題は起動時に発生します。たとえば、エージェントが見つからない、プロセ
スがクラッシュまたはハングアップするなどです。一般に、起動時の問題を切り抜けたら、トラブルシューティングとし
ては快調です。そこから、設定を調整したり、拡張を記述したりしていくことになります。

NOTE

• エージェント環境でサーバを再起動して、さまざまな処理を試してみることは困難な場合があります。通常
は、ターゲット コンピュータおよび JVM で java <エージェント オプション> -version を実行する方が簡単
であり、やってみる価値があります。この方法は、問題が OS/JVM またはコンテナ/アプリケーションのど
ちらに固有であるかを示します。

• インストール プロセスに役立つコマンドライン ユーティリティについては、「Java エージェント インス
トール アシスタント」を参照してください。

起動時のエラー： VM の初期化中にエラーが発生する。絶対パスにエージェント ライブラリが見つからない。

ライブラリが実際にそのパスにあり、Java と同じアーキテクチャを使用していることを確認してください（32 ビットと
64 ビットの両方）。

また、ライブラリの何からの依存関係が欠けていないことも確認してください。たとえば、Win32 では
depends.exe、OS X では otool -L、Linux および UNIX では ldd -d を使用します。ライブラリが欠けている場合
は、LD_LIBRARY_PATH が、ライブラリが存在するディレクトリを含むように設定されていることを確認します。コン
テナが、その起動スクリプトで LD_LIBRARY_PATH を上書きする場合があります。これをスクリプトやコンテナ固有の
管理ツールからではなく、シェルで設定している場合は、正しく設定されていると思いこまないでください。

ldd が正常に返されない場合、エージェントは正しく実行されません。そのため、ldd の確認は、解決するために行うべ
き最初のことです。オペレーティング システムのエージェント バージョンが見つからない場合は、Pure Java エージェ
ントの使用を検討してください。

エージェントが直ちに（または、プロセスを起動した後すぐに）終了する。

「LISA AGENT: VM terminated」というメッセージが表示される場合は、おそらくプロセスは正常に終了しています。
いくつかのコンテナはランチャ プロセスを含んでおり、それが直ちに終了することは正常な動作です。

このメッセージが表示されないか、または（ldd が正常に返された後に）クラッシュ ダンプが発生する場合は、エー
ジェントのバグが存在する可能性があります。サポートに連絡し、Pure Java エージェントを試してください。依然と
してクラッシュまたはダンプが発生する場合は、JVM のバグが存在する可能性があります。このような状態は、一部の
オペレーティング システム上の IBM JVM 1.5 の場合、スレッドをインスツルメントしようとして発生します。その場合
は、コマンドラインの JVM 引数 -Dlisa.debug=true を指定してみてください。

エージェントが「GetEnv on jvmdi returned -3 (JNI_EVERSION)」というメッセージで終了する。

JVM にそのデバッグ対応ライブラリを使用するよう指示するために、コマンドライン オプション -Xsov を指定してみ
てください。それが機能しない（たとえば、無効なオプションのエラー メッセージが表示される）場合、このオペレー
ティング システムはサポートされていません。

エージェントが「UTF ERROR" ["../../../src/solaris/instrument/EncodingSupport_md.c":66]: ...」というメッセージで
終了する。

このメッセージは、オペレーティング システムまたは JVM、あるいはその両方のバージョンによって異なる場合があ
ります。このメッセージは通常、次の要素のいずれかを含んでいます： 「UTF ERROR ["../../../src/solaris/instrument/
EncodingSupport_md.c":66]: Failed to complete iconv_open() setup」。

この問題は、いくつかの言語パックがインストールされていない場合、一部の Solaris JVM にあるバグのために発生しま
す。この問題を修正するには、最初に pkg install SUNWlang-enUS、次に export LANG=en_US.UTF-8 を実行するこ
とによって、en-US 言語パックをインストールします。あるいは、ネイティブ エージェントを使用します。
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起動時にエージェントがハングアップするか、または多数の例外をスローする（LinkageErrors、CircularityErrors な
ど）。

Java を使用した Java バイトコードのインスツルメントの副作用は、最初の方のクラス（java.* など）のクラスロードの
順番の一部がわずかに変更され、それによりデッドロックまたはバイトコード検証エラーが発生する場合があることで
す。

JVM とオペレーティング システムのすべての組み合わせについて、これらの問題の既知の発生のすべてを排除してい
ます。ただし、テストされていない組み合わせが発生している可能性があります。この問題をサポートに連絡してく
ださい。この問題がハングアップである場合は、サポートの問題にスレッド ダンプを含めてください。Windows では
Ctrl + Break、UNIX/Linux では Ctrl + \ または kill -3 <pid> を入力することによって、スレッド ダンプを生成します。
また、Java エージェントはクラスロードの順番が少し異なるため、それも試してみることができます。あるクラスま
たはパッケージがハング スレッドに常に含まれていると考えられる場合は、そのための exclude ディレクティブを
rules.xml ファイルに追加してみてください。

エージェントが java.lang.VerifyErrors をスローするか、またはホット スワップが有効にならない。

一部の古い 1.4 JVM には、ホット スワップ（ロードされた後のクラスのインスツルメント）のサポートにバグがありま
す。

その場合、Enable hot instrumentation 設定を無効にすることにより、ホット スワップをオフにします。

ポータルの［エージェント］ウィンドウから、このプロパティを設定できます。プロパティは［設定］タブに表示され
ます。

インターセプトまたは仮想化するクラスまたはメソッド、あるいはその両方を前もって決定し、これらのクラスまたはメ
ソッドのルールを rules.xml ファイルに追加して、サーバを再起動する必要があります。このプロセスはライブ サーバ
上での実行に比べて面倒ですが、これがこの問題を回避するためのわかっている唯一の方法です。

ログに java.lang.VerifyError が見られない場合もありますが、エージェントは、指定されたクラスがインスツルメント
されていないかのように動作するか、またはランダムな結果（クラッシュなど）を生成します。

エージェントは起動するが、コンソールまたはブローカがエージェントを認識できない。

この原因は、通常はエージェントとブローカの間のファイアウォールまたはポートの問題です。

エージェント ログの先頭に、「Can't connect to broker at tcp://ip:port」という警告が含まれている場合があります。
エージェントが使用している IP アドレスとポートが正しいことを確認してください。次に、ブローカが、指定された
IP アドレスの指定されたポートでリスンしていることを確認してください。netstat -ano | grep port によって、指定さ
れた IP または 0.0.0.0 でリスンしているポートが表示されるはずです。最後に、エージェント コンピュータから telnet
ip port を実行してブローカを認識できることを確認することにより、ファイアウォールの問題を見つけてください。ブ
ローカを認識できる場合は、ブローカが異常な状態にある可能性があります。レジストリとブローカ ログを確認し、必
要に応じてブローカを再起動します。

エージェントのために一部の操作がタイムアウトする。

一部の JVM （特に IBM JVM）は、その一部のネットワーク クラスがインスツルメントされた後、正しく動作しませ
ん。その結果、ネットワーク呼び出しが、明確な理由なしで失敗またはタイムアウトする場合があります。

これらのクラスがインスツルメントされないようにするには、コマンドラインの JVM 引数 -Dlisa.debug=true を指定し
てみてください。

問題が解決されない場合は、rules.xml ファイルを編集して、以下のネットワーク パッケージを除外します。

<exclude class="java.net.**"/>

<exclude class="java.nio.**"/>
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<exclude class="sun.nio.**"/>

com/itko/lisa/remote/transactions/TransactionDispatcher.class の java.lang.NoClassDefFoundError

LisaAgent.jar が使用可能で、読み取り権限を持ち、かつ破損していないことを確認してください。最も簡単な確認方法
は、java -jar LisaAgent.jar -v を実行することです。

アプリケーションが OSGi を使用しているかどうかを確認してください。使用している（JBoss 7 でのように）場合は、
システムまたはブートストラップ パッケージに com.itko を追加します。com.itko を追加する方法はコンテナに依存す
るため、特定の手順を示すことは困難です。ただし、これは通常、パッケージのリストまたは類似の JVM 引数を指定す
るプロパティを含む設定ファイルです。

エージェントを有効にすると、セキュリティ関連の例外がスローされる。

アプリケーションによってスローされた SecurityExceptions または PermissionExceptions が見られる可能性があるの
は、セキュリティが有効な状態でエージェントを有効にした場合だけです。この設定は現在、デフォルト設定になってい
ます。

この理由と回避策については、「Java エージェントのセキュリティ」で説明しています。

異常なリソース消費（CPU、メモリ、ファイル ハンドルなど）。

CPU 使用率が異常に高いか、または定期的に急上昇する場合は、障害のある（1 つまたは複数の）スレッドの特定に役
立つため、急上昇の期間に注意してください。Application Insight と VSE をオフにすることも試してください。

OutOfMemory エラーが発生する場合は、Java ヒープ使用率をモニタしますそれが -Xmx の制限を超えている場合は、そ
の制限を増やします。ただし、すでに高くなっており、エージェントなしでの通常のアプリケーション使用率を優に超
えている場合、制限を増やすことは避けてください。その場合は、ヒープ ダンプを生成します。WebSphere 用の WAS
HeapDump ユーティリティ、または古いバージョン用のフリーの Eclipse MAT ツールを使用できます。エラーの時点で
メモリ使用率が -Xmx の制限に達していない場合は、ネイティブ コード内のリークである可能性があります。この場合
は、サポートに連絡してください。

特に UNIX または Linux で不明な IOExceptions （ファイル ハンドルが多すぎるなど）が発生する場合は、ボックスの
ulimit を確認してください（ulimit -n -H および ulimit -n -S）。この値が低い場合は、ボックスの管理者に増やすよう依
頼することを検討してください（最新の J2EE アプリケーションでは、4096 未満は低いと見なされます）。その後、再
起動することを忘れないでください。

エージェントは、制限に近づいたらガベージ コレクションをトリガすることによって、ファイル ハンドルの数を制限未
満に維持しようとします。起動時に制限を読み取ることができない場合、エージェントはデフォルト値の 1024 を使用し
ます。このデフォルト値を使用すると、過剰なガベージ コレクションや、ほぼランダムで、頻繁な CPU 使用率の急上昇
が発生する場合があります。この状況は、ログ内の以下のメッセージによって示されます。

Max (or preferred) handles limit approaching - triggering GC... 

その場合、［ハンドルの最大数］設定の値が増加します。

ポータルの［エージェント］ウィンドウから、このプロパティを設定できます。プロパティは［設定］タブに表示され
ます。

エージェントが起動したことは確認できるが、Application Insight データがない、または完全ではない。

データ ライフサイクル プロセスには、以下の段階が含まれます。
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• エージェントでのトランザクションのキャプチャ
• ブローカへの転送
• ブローカでの部分的なトランザクションのアセンブリ
• コンソールへの転送
• データベースへの保存
• データベースからの取得

欠落したデータや不完全なデータは、このいずれかの段階での問題の結果である場合があります。

キャプチャ例外がないかどうか、エージェント ログを確認してください。転送または保存例外がないかどうか、ブロー
カ ログおよびコンソール ログを確認してください。

例外が存在せず、依然として欠落したデータを見つけることができない場合は、エージェントでの debug または dev ロ
グを有効にしてください。「Sent partial transaction」などのステートメントが表示されない場合は、Application Insight
がオンになっていない可能性があります。

これらのいずれの手順によっても最終的な結果が得られない場合は、サポートに連絡してください。

Java VSE のレコーディングまたは再生をオンにしたが、VSE がエージェントからの要求をまったく受信しない。

まず、エージェントが VSE のレコーディングまたは再生モードであることを確認してください。エージェント ログを開
いて、「Starting VSE record/playback...」を探します。

次に、エージェント ログと VSE ログで、例外を探します。存在しない場合は、仮想化されていると考えているクラス
が仮想化されていない可能性があります。エージェント ログで「Virtualized com.xxx...」などのステートメントを探しま
す。このステートメントがない場合は、アプリケーションがまだそのクラスをロードしていない可能性があります。別
の可能性として、Java 1.4 の古いバージョンを使用している場合は、一部の機能でホット スワップがサポートされてい
ない場合があります。Java VSE は、デフォルトでホット スワップを使用します。その場合、エージェントの rules.xml
ファイルで仮想化されたクラスを指定し、再起動します。

Java VSE のその他の問題。

Java VSE の実行中に何からの問題（機能的な問題、または異常なリソース使用率）が発生した場合は、エージェント側
で Application Insight をオフにします。

［自動起動］プロパティを無効にすることにより、Application Insight をオフにできます。次に、JVM を再起動します。

ポータルの［エージェント］ウィンドウから、このプロパティを設定できます。プロパティは［設定］タブに表示され
ます。

ブローカ側で Application Insight をオフにしないでください。オフにすると、Java VSE が動作を完全にを停止します。

チケット機能が機能していない。

まず、エージェントがブローカに接続していることを確認してください。

エージェントがブローカに接続している場合は、問題が発生しているページの HTML ソースを確認します。そのページ
の下部に、使用している変数名（com_itko_pathfinder_defectcapture_xxx など）で容易に識別できる JavaScript のブ
ロックが存在することを確認してください。このブロックがない場合は、エージェント ログに例外がないかどうかを確
認します。ブロックが存在しないその他の原因には、以下のものがあります。

• ページの HTML に異常がある。たとえば、HTML タグが欠落している。
• エージェントにページ キャプチャの問題がある。これは、未テストのコンテナや静的なページで発生する場合があり
ます。

ブロックが存在する場合は、Java コンテナの前にネイティブ Web サーバ（Apache など）またはロード バランサが存在
するかどうかを確認してください。存在する場合には、Application Insight JavaScript の要求とリソース ファイルを Java
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コンテナに転送するようにそれを設定します。これにより、その URL の一部として defectcapture という単語が含まれ
ます。IT 管理者は一般的に、このタスクの実行方法を知っています。

は IBM DB2 データベースを使用するように設定されている。 ポータルで、パス グラフ内の JDBC ノードを選択した。
［Statements］および［接続 URL］列はブランクです。

JDBC 接続 URL に progressiveStreaming=2 文字列を追加して、プログレッシブ ストリーミングを無効にします。以下
に例を示します。

lisadb.pool.common.url=jdbc:db2://myhostname:50000/dbname:progressiveStreaming=2;

「com.itko.lisa.remote.transactions.TransactionSizeExceededException: could not XStream ...」という例外を受信し
た。このフレームのシリアライゼーションが無効になる。

このエラーは、エージェントがオブジェクト グラフのシリアライズを試みているときに最大バッファ サイズを超えたこ
とを意味します。

ポータルに移動し、［最大グラフ サイズ］設定の値を増やします。

また、rules.xml ファイルでこの設定を設定することもできます。対応するプロパティ名は
lisa.agent.transaction.max.graph.size です。以下に例を示します。

<property key="lisa.agent.transaction.max.graph.size" value="2000000"/>

VSE ログに「com.itko.lisa.vse.stateful.protocol.java.listen.DefaultJavaPlaybackCallback - Timed out waiting on
response」というエラーが記録される。

ポータルに移動し、［返信タイムアウト］設定の値を引き上げます。デフォルト値は 5000 です。

また、rules.xml ファイルでこの設定を設定することもできます。対応するプロパティ名は
lisa.agent.virtualize.reply.timeout です。以下に例を示します。

<property key="lisa.agent.virtualize.reply.timeout" value="60000"/>

DevTest CICS エージェント
CICS エージェントは、VSE をサポートするための機能を提供する z/OS CICS 常駐エージェントですこのエージェント
は、実行時間の長いタスク TKOA と CICS 出口の XPCREQ、XPCREQC、XEIIN、XEIOUT の組み合わせとして実装さ
れます。このエージェントは、CICS PLT を使用して自動的に、またはインストールするための TKOI トランザクション
と削除するための TKOR トランザクションを使用して手動でアクティブ化できます。必要な唯一の設定は、 LPAR エー
ジェントの場所です。

以下の図は、 LPAR エージェントと  CICS エージェントのコンポーネントを示しています。
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Figure 32: LPAR エージェントおよび CICS エージェントのコンポーネント

 

CICS エージェントのインストール
z/OS エージェント（CICS および LPAR エージェント）を取得する場合は、CA カスタマ サポートにお問い合わせくだ
さい。

CICS エージェントのパッケージは、以下のファイルで構成されています。
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• iTKOCICSAgentDoc.pdf
• iTKOCICSAgentLoadCICS54
• iTKOCICSAgentLoadCICS55
• iTKOCICSAgentCntl

以下の手順に従います。

1. ターゲットの z/OS システムにファイルを FTP 送信します。
使用している CICS バージョンに一致するロード ライブラリを使用します。
– CICS バージョン 5.4 の場合は、iTKOCICSAgentLoadCICS54 を使用します。
– CICS バージョン 5.5 の場合は、iTKOCICSAgentLoadCICS55 を使用します。
使用している CICS バージョンを確認する簡単な方法は、以下のトランザクションを実行し、CICSTslevel の値
を確認することです。CICSTslevel には、バージョン/リリース/メンテナンスのレベルが vvrrmm: CECI INQUIRE
SYSTEM CICSTslevel の形式で入ります。
iTKOCICSAgentLoadCICSvvv および iTKOCICSAgentCntl ファイルは、以下の例に示す z/OS 属性と共に、バイナリ
モードでターゲットの z/OS システムに FTP 送信されます。
以下のコマンドライン FTP の例は、z/OS の配布ファイル データ セット iTKOCICSAgentCntl およ
び iTKOCICSAgentLoadCICS54 の z/OS データ セット ITKO.CICSAGNT.CNTL.UNLOAD および
ITKO.CICSAGNT.LOAD.UNLOAD への正しい転送を示しています。z/OS のファイル名は、データ セットの命名規則
に合わせて変更できます。
ftp> quote SITE LRECL=80 RECFM=FB BLKSIZE=3120 TRACKS PRI=10 SEC=1
200 SITE command was accepted
ftp> bin
200 Representation type is Image
ftp> put iTKOCICSAgentLoadCICS54 'ITKO.CICSAGNT.LOAD.UNLOAD'
200 Port request OK.
125 Storing data set ITKO.CICSAGNT.LOAD.UNLOAD
250 Transfer completed successfully.
ftp> put iTKOCICSAgentCntl 'ITKO.CICSAGNT.CNTL.UNLOAD'
200 Port request OK.
125 Storing data set ITKO.CICSAGNT.CNTL.UNLOAD
250 Transfer completed successfully.

2. 区分データ セット（PDS）をリストアします。
CICS エージェント ロード ライブラリ PDS および制御（JCL）ライブラリは、通常はバッチ ジョブで実行される
TSO RECEIVE コマンドでリストアされます。
以下のサンプル JCL は、ボリューム VOL001 上の FTP 送信されたファイル データ セット ITKO.CICSAGNT.LOAD
および ITKO.CICSAGNT.CNTL から PDS をリストアします。データ セット名は、サイトの命名規則に合わせて変更
できます。
//job 
//* 
//* Unload the LOAD Library with TSO RECEIVE 
//* 
//UNLOAD EXEC PGM=IKJEFT01,DYNAMNBR=10 
//SYSTSPRT DD SYSOUT=* 
//SYSPRINT DD SYSOUT=* 
//SYSOUT DD SYSOUT=* 
//SYSTSIN DD * 
RECEIVE INDSNAME('ITKO.CICSAGNT.LOAD.UNLOAD')
   DATASET('ITKO.CICSAGNT.LOAD') VOLUME(VOL001)
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RECEIVE INDSNAME('ITKO.CICSAGNT.CNTL.UNLOAD')
   DATASET('ITKO.CICSAGNT.CNTL') VOLUME(VOL001)
/*

3. TCP/IP インターフェースがインストールされ、CICS で起動されていることを確認します。
CICS エージェントは、CICS TCP/IP インターフェースがインストールされ、起動されていることを必要としま
す。TCP/IP インターフェースがインストールされていることを確認するには、EZAO、INQUIRE、CICS の各トラン
ザクションを使用します。

4. CICS エージェント設定ファイルを作成します。
CICS エージェントは、TCP/IP 経由で LPAR エージェントと通信します。CICS エージェント設定ファイルで
は、LPAR エージェントの IP アドレスと TCP ポート番号およびその他の設定項目が識別されます。このファイ
ルは、エージェントの起動時に一時的なデータ（TD）のキューとしてアクセスされます。このデータ セットに
は、DSORG=PS、RECFM=FB、LRECL=80 の各属性があります。
設定のコーディング ルールは次のとおりです。
a. 空白行（すべてのスペース）は無視されます。
b. 最初の文字が # または * の行はコメントと見なされ、無視されます
c. 処理行の形式は、##### = #である必要があります。
d. キーワード、等号および値の前後にはスペースを使用できます。
e. #####の大/小文字は無視されます。必要に応じて、読みやすくするために大文字または小文字を使用することが
できます。

f. 値に続くスペースの後ろにあるテキストはコメントと見なされ、無視されます。
必要な設定 必要な設定で使用されるキーワードは以下です。
– LPARAgentIP
ドット付き 10 進表記の LPAR エージェントの IP アドレス（nnn.nnn.nnn.nnn）。
最大長は 15 文字です。

– LPARAgentPort
1 ～ 5 桁で指定される TCP/IP ポート番号。

オプションの設定 - タイムアウト値
タイムアウト値に使用できるキーワードは以下です。
– PlaybackTimeout

CICS エージェントが VSE からの再生応答を待機する秒数。デフォルトとは異なるタイムアウトが必要な場合に
のみ、この設定項目をコーディングします。
1 ~ 5 桁で指定されます。
デフォルト： 30 秒。

– SelectTimeout
CICS エージェントが作業の待機中に非アクティブになる秒数。通常、CICS エージェントは割り込み駆動型で
す。このタイムアウトが発生すると、CICS エージェントはさまざまなキューをモニタします。デフォルトとは異
なるタイムアウトが必要な場合にのみ、この設定項目をコーディングします。
1 ~ 5 桁で指定されます。
デフォルト： 2 秒。

– AppTestTimeout
CICS エージェントがアプリケーション テスト要求の処理を待機する秒数。
1 ~ 5 桁で指定されます。
デフォルト： 30 秒。

オプションの設定 - システム識別子の値
システム識別子の値に使用できるキーワードは、以下のとおりです。
– CICS_SYSID

CICS 領域の 1 ～ 4 文字の CICS システム ID*。
– CICS_APPLID

CICS 領域で使用される 1 ～ 8 文字の VTAM APPLID*。
– CICS_JOBNAME
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CICS 領域の 1 ～ 8 文字のジョブまたは開始タスク名*。
– LPARName

CICS 領域が実行されている 1 ～ 8 文字の z/OS LPAR の名前。
– SYSPLEXName

CICS 領域が実行されている 1 ～ 8 文字の z/OS SYSPLEX の名前。
– CICSPLEXName

CICS 領域が実行されている 1 ～ 8 文字の CICSPLEX の名前。この値のデフォルトはスペースです。この値は
ユーザ出口 1 に設定される場合もあります。

– UserGroupName
CICS 領域が属するユーザ定義グループの 8 文字の大文字の名前。この値のデフォルトはスペースです。この値は
ユーザ出口 1 に設定される場合もあります。

– AppTestTran
アプリケーション テスト リクエストの処理のために開始される CICS トランザクション ID。この値は、1 ~ 4 文
字で指定されます。デフォルトは「TKOT」です。

* 複数の CICS 領域が同じ値の LPAR エージェントに接続するまれなケースでない限り、これらの値を変更しないで
ください。
オプションの設定 - エージェントの制御
このセクションのキーワードは、CICS エージェントのデフォルトの動作を変更します。エージェントの制御に使用
できるキーワードは以下のとおりです。
– BypassByCaller

1 ~ 8 文字の CICS プログラム名です。このプログラムが LINK 上の呼び出し元プログラムである場合、仮想化は
バイパスされます。これは、仮想サービスが展開されている場合に、テスト ハーネスにプログラムの呼び出しを
許可します。推奨される値は ITKOTST です。これは、 ベースラインによって実行されるプログラムにリンクする
CICS エージェントによって使用されるプログラムです。デフォルト値はありません。

制御 PDS のメンバ CONFIG には、以下の例が含まれています。
# DevTest CICS Agent Configuration 
# 
# Required configuration 
LPARAgentIP = 192.168.0.100 LPAR Agent IPv4 Address 
LPARAgentPort = 3998 Connect to LPAR Agent on this port
# 
# Optional timeout configuration 
#PlaybackTimeout = 10 10 minute playback timeout 
#SelectTimeout = 2 2 second select timeout 
#AppTestTimeout = 60 60 second apptest timeout 
# 
# Optional system identifier override values 
# These should normally not be coded (leave them commented) 
#CICS_SYSID = xxxx 4 character override CICS System ID 
#CICS_APPLID = xxxxxxxx 8 character override CICS APPLID 
#CICS_JOBNAME = xxxxxxxx 8 character override CICS Job Name 
#LPARName = xxxxxxxx 8 character override LPAR Name 
#SYSPLEXName = xxxxxxxx 8 character override Sysplex Name 
#CICSPLEXName = xxxxxxxx 8 character override CICSPlex Name 
#UserGroupName = xxxxxxxx 8 character User Group Name 
#AppTestTran = TKOT 4 character Transaction ID for AppTest
#
# Optional agent control configuration
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BypassByCaller = ITKOTST   8 character program name. If this is the
#                          calling program on a LINK, bypass VSE.
#                          This allows a test harness to invoke the
#                          program when a virtual service is deployed.

5. CICS に対する CICS エージェント リソースを定義します。
以下のリソースは、CICS に対して定義する必要があります。
– TKOC
設定の一時的なデータのキュー。
タイプ： TDQUEUE

– TKOI
CICS 出口をインストールし、エージェント トランザクション（TKOA）を起動するためのトランザクション。通
常は、PLTPI の処理中に実行されます。
タイプ： TRANSACTION

– TKOR
CICS 出口を削除し、エージェント トランザクション（TKOA）を停止するためのトランザクション。通常
は、PLTSD の処理中に実行されます。
タイプ： TRANSACTION

– TKOA
エージェント トランザクション。通常は、TKOI によって起動され、TKOR によって停止されますが、モニタ ト
ランザクション（TKOM）によって起動および停止されることもあります。
タイプ： TRANSACTION

– TKOM
モニタ トランザクション。出口やエージェントを手動で起動および停止したり、エージェントの処理をモニタし
たりするために使用されます。
タイプ： TRANSACTION

– ITKOAGNT
エージェント プログラム。TKOA によって起動されます。
タイプ： PROGRAM

– ITKOINST
出口のインストール プログラム。TKOI によって起動されます。
タイプ： PROGRAM

– ITKOREMV
出口の削除プログラム。TKOR によって起動されます。
タイプ： PROGRAM

– ITKPCRQ
CICS XPCREQ （CICS LINK 出口の前）。TKOI によって有効になり、TKOR によって無効になります。
タイプ： PROGRAM

– ITKPCRC
CICS XPCREQC 出口（CICS LINK 出口の後）。TKOI によって有効になり、TKOR によって無効になります。
タイプ： PROGRAM

– ITKOXEIN
CICS XEIIN 出口（CICS コマンド出口の前）。TKOI によって有効になり、TKOR によって無効になります。
タイプ： PROGRAM

– ITKOXEIO
CICS XEIOUT 出口（CICS コマンド出口の後）。TKOI によって有効になり、TKOR によって無効になります。
タイプ： PROGRAM

– ITKOTABN
CICS XPCABND 出口（タスク異常終了出口）。TKOI によって有効になり、TKOR によって無効になります。
タイプ： PROGRAM

– ITKOMON
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モニタ プログラム。
タイプ： PROGRAM

– TKOT
アプリケーション テスト トランザクション。
タイプ： TRANSACTION

– ITKOTST
アプリケーション テスト ドライバ プログラム。
タイプ： PROGRAM

DFHCSDUP を使用してこれらのリソースをインストールするジョブの JCL は、DFHCSDUP という名前の制御 PDS
内にあります。

6. CICS PLT に出口の有効化/無効化を追加します。
TKOI トランザクションを使用して、CICS エージェントおよび出口を手動で起動できます。
TKOR トランザクションを使用して、CICS エージェントおよび出口を手動で起動できます。
CICS 出口を有効にしてエージェントを起動する簡単な方法は、PLTSI （CICS 起動）内にエントリを配置することで
す。PLTPI の例を以下に示します。SIP に PLTPI=SI が含まれている場合は、以下のテーブルが DFHPLTSI としてア
センブルされます。CICS TCP/IP インターフェースは、 出口およびエージェントの前に起動されます。
DFHPLT TYPE=INITIAL,SUFFIX=SI
*
* The following programs are run in the second pass of PLTPI
*
         DFHPLT TYPE=ENTRY,PROGRAM=DFHDELIM
* The following programs are run in the third pass of PLTPI
*
         DFHPLT TYPE=ENTRY,PROGRAM=EZACIC20
         DFHPLT TYPE=ENTRY,PROGRAM=ITKOINST
         DFHPLT TYPE=FINAL
         END

出口を無効にしてシャットダウン時にエージェントを停止する方法は、PLTSD （CICS シャットダウン）内にエント
リを含めることです。PLTSD の例を以下に示します。SIP に PLTSD=SD が含まれている場合は、以下のテーブルが
DFHPLTSD としてアセンブルされます。 出口およびエージェントは、CICS TCP/IP インターフェースの前に停止さ
れます。
DFHPLT TYPE=INITIAL,SUFFIX=SD
*
* The following programs are run in the first pass of PLTSD
*
         DFHPLT TYPE=ENTRY,PROGRAM=ITKOREMV
         DFHPLT TYPE=ENTRY,PROGRAM=EZACIC20
*
         DFHPLT TYPE=ENTRY,PROGRAM=DFHDELIM
* The following programs are run in the second pass of PLTSD
*
         DFHPLT TYPE=FINAL
         END

7. CICS 起動 JCL を変更します。
既存の DFHRPL ロード ライブラリにコピーすることによって、CICS に  CICS エージェント ロード モジュールを追
加します。あるいは、DFHRPL 連結に  CICS エージェント ロード ライブラリを追加することもできます。
エージェント設定ファイルを定義するには、JCL も追加する必要があります（手順 5 から）。データ セットの名前
が ITKO.AGENT.CONFIG であり、TD キュー TKOC が DDNAME （ITKOACFG）で定義されている場合は、以下の
JCL ステートメントを使用できます。
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//ITKOACFG DD DSN=ITKO.AGENT.CONFIG,DISP=SHR

CICS エージェントのストレージに関する要件
CICS エージェントは、実行時間が長いタスクです。エージェントは、ESDSA 内の約 16K のプログラム ストレージお
よび ECDSA 内の約 1K の動的ストレージを必要とします。

CICS 出口は、ERDSA 内の約 34K のプログラム ストレージおよび ECDSA 内の約 3K の動的ストレージ（トランザク
ションごとに）を必要とします。

VSE レコーダを使用する場合、CICS LINK の記録されたイメージは ECDSA 内に作成されます。

出口は記録されたイメージを作成し、CICS エージェントに渡します。CICS エージェントは記録されたイメージを
LPAR エージェントに送信し、解放します。したがって、その存在期間は短いものです。

記録されたイメージのサイズは、およそ 330 + 2 * （（COMMAREA 長、またはすべての CONTAINER 長の合計） +
INPUTMSG 長）です。

記録されたイメージを収容するために必要な ECDSA の容量は、平均サイズ（前のパラグラフで計算）およびトランザク
ション レートによって異なります。

仮想サービスが展開されている場合、CICS LINK の再生イメージも ECDSA 内に作成されます。

仮想化された CICS LINK の開始時に、再生要求が出口で作成され、CICS エージェントに渡されます。CICS エージェン
トは LPAR エージェントに再生要求を転送します。

CICS エージェントが再生応答を受信した場合、その応答は元の要求と照合されます。要求と応答の両方が出口に渡さ
れ、出口で解放され、CICS LINK が完了します。

再生要求および応答のサイズは、およそ 300 + （COMMAREA 長、またはすべての CONTAINER 長の合計）です。

再生イメージを収容するために必要な ECDSA の容量は、平均サイズ（前のパラグラフで計算）およびトランザクション
レートによって異なります。

CICS 出口の考慮事項
CICS エージェントは、以下の CICS 出口点を使用します。

• XPCREQ （CICS LINK 出口の前）
• XPCREQC （CICS LINK 出口の後）
• XEIIN （CICS コマンド出口の前）
• XEIOUT （CICS コマンド出口の後）
• XPCABND （トランザクション ABEND）

XPCREQ と XPCREQC は、CICS LINK の仮想化に使用されます。

XEIIN と XEIOUT は、CICS 分散トランザクション処理（DTP）の仮想化に使用されます。

XPCABND （およびその他の出口）は、Application Insight に使用されます。

XPCREQ と XPCREQC は必須です。DTP の仮想化や Application Insight が必要ない場合は、XEIIN と XEIOUT を削除
できます。これらを削除するには、ロード ライブラリから ITKOXEIN と ITKOXEIO を削除します（または、それらの名
前を変更します）。

Application Insight が必要ない場合は、XPCABND を削除できます。これを削除するには、ロード ライブラリから
ITKOTABN を削除します（または、その名前を変更します）。
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ほかの出口との共存

XPCREQ、XPCREQC、XEIIN、XEIOUT、XPCABND タイプのいずれかの出口がすでにインストールされている場合、
出口はそれらと共存できます。

CICS は各出口を、それらが有効にされた順番で呼び出します。PLT 内に ITKOINST エントリを配置することによって、
その順番を制御できます。

CICS エージェント出口の動作の概要

• CICS エージェント出口には、ゼロ以外の（UEPCRCA によって処理された）以前のリターン コードを使用して入る
ことができます。この場合、出口は、（別の出口によって設定された）以前のリターン コードに設定されたリターン
コード（R15）で戻ります。 出口は、CICS が呼び出す最初の出口でない場合、その他の出口と共存できます。

• CICS LINK 出口（XPCREQ および XPCREQC）は、 制御ブロックのアドレスを渡すために CICS によってその出
口に渡されたトークン（UEPPCTOK）を使用します。別の XPCREQ または XPCREQC がそのアドレスを壊して
いる場合は、異常終了が発生するか、または  XPCREQC 出口によって「ITKO0014 - ERROR - Corrupt token in
ITKPCRC Exit」という 1 回限りのメッセージが書き込まれる可能性があります。

• CICS エージェントの前の出口（XPCREQ および XEIIN）が、それを仮想化するためのコマンドをバイパスする必要
がある場合、R15 は、バイパス（UERCBYP）のリターン コードを返します。CICS が  出口の後に同じタイプの別の
出口を呼び出した場合、その出口は、バイパスのリターン コードを元の CICS に伝達する必要があります。そうしな
いと、そのコマンドはバイパスされず、仮想化は失敗します。

• （UEPRECUR によって処理された）再帰インジケータがゼロ以外である場合、 XPCREQ および XPCREQC 出口は
ただちに戻ります。このリターンにより、このタイプの別の出口が CICS LINK コマンドを使用している場合に発生す
る可能性のある問題が解消されます。

• XPCABND （トランザクション ABEND）出口は常に UEPCRCA が R15 で戻るため、ほかの XPCABND 出口と共存
する必要があります。このルールに対する唯一の例外は、タスクのパージを返す XPI 関数のイベントです（以下を参
照）。

• CICS エージェント出口のいずれかが CICS XPI （出口プログラミング インターフェース）からタスクのパージのリ
ターン コードを受信した場合、その出口は、パージ（UERCPURG）が R15 で戻り、（UEPCRCA によって処理され
た）以前のリターン コードを UERCPURG で上書きします。CICS が  出口の後に同じタイプの別の出口を呼び出し
た場合、その出口は、パージのリターン コードを元の CICS に伝達する必要があります。

 

CICS エージェントのユーザ出口
このトピックでは、利用可能な CICS エージェントのユーザ出口について説明します。

ITKOUEX1 -  CICS エージェント初期化出口

この出口は、 CICS エージェントの初期化中に呼び出されます。この出口を使用すると、以下のことが可能です。

• この CICS 領域がメンバになっているユーザ グループを示す
• この CICS 領域がメンバになっている CICSPlex を示す
• ストレージを割り当て、トークン パラメータを使用してそのアドレス/長さをほかの出口に渡す
• ほかのユーザ出口に必要なその他の初期化を実行する

この出口は CICS LINK を介して起動されるため、CICS がサポートする任意の言語で記述できます。初期化中
に、ITKOUEX1 への CICS LINK が試行されます。

この出口が必要でない場合は、以下のアクションのいずれかを実行します。

• DFHRPL 連結に ITKOUEX1 という名前のモジュールを含めないようにします。
• PPT で出口を無効にします。
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パラメータは COMMAREA で渡されます。

以下の表では、それらのパラメータについて説明しています。

ユーザ出口で使用できる 8 バイト。出口の呼び出しの後も保持されます。

パラメータ 長さ（バイト単位） 入力または出力 データ タイプ 説明
トークン 8 入力/出力 不明
グループ 8 出力 文字 出口によって設定されま

す。この CICS がメンバ
になっているユーザ グ
ループを識別します。

CICSPlex 8 出力 文字 出口によって設定されま
す。この CICS がメンバ
になっている CICSPlex
を識別します。

Sysid 4 入力/出力 文字 CICS ASSIGN SYSID()
からの CICS SYSID。*

Applid 8 入力/出力 文字 CICS ASSIGN APPLID()
からの CICS APPLID。*

Jobname 8 入力/出力 文字 CICS INQUIRE SYSTEM
JOBNAME() からの CICS
ジョブ名。*

LPAR 8 入力/出力 文字 この CICS が存在す
る CVTSNAME からの
LPAR 名。*

Sysplex 8 入力/出力 文字 この CICS が存在す
る ECVTSPLX からの
SYSPLEX 名。*

* これらのパラメータは、複数の CICS 領域が同じ  LPAR エージェントに接続され、値が重複するまれなケースにのみ
出口で変更する必要があります。これらの値は、CICS 領域や  CICS エージェントの動作には影響しません。 CICS エー
ジェントの一意性を確保するために  レジストリでのみ使用されます。

ITKO.CICSAGNT.CNTL(SAMP1EX1) にはサンプル COBOL ITKOUEX1 が含まれます。このサンプルは、ユーザ グルー
プを CICS ジョブ名の最初の 4 文字に設定します。

ITKO.CICSAGNT.CNTL （ITKOEX1C）には COBOL COMMAREA コピーブックが含まれます。

ITKO.CICSAGNT.CNTL （ITKOEX1A）にはアセンブラ COMMAREA コピーブック が含まれます。

ITKO.CICSAGNT.CNTL （COMPUEX1）には COBOL コンパイル JCL が含まれます。

ITKOUEX2 -  CICS エージェント終了出口

この出口は、 CICS エージェントの終了中に呼び出されます。この出口は、ユーザ出口に必要な任意のクリーンアップ
（ストレージを解放したり、ファイルを閉じたりなど）を実行するために使用できます。

この出口は CICS LINK を介して起動されるため、CICS がサポートする任意の言語で記述できます。エージェントの終
了中に、ITKOUEX2 への CICS LINK が試行されます。この出口が必要でない場合は、以下のアクションのいずれかを実
行します。

• DFHRPL 連結に ITKOUEX2 という名前のモジュールを含めないようにします。
• PPT で出口を無効にします。

パラメータは COMMAREA で渡されます。
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以下の表では、それらのパラメータについて説明しています。

パラメータ 長さ（バイト単位） 入力または出力 データ タイプ 説明
トークン 8 入力/出力 不明 ユーザ出口で使用できる

8 バイト。出口の呼び出
しの後も保持されます。

ITKO.CICSAGNT.CNTL （SAMP1EX2）にはサンプル COBOL ITKOUEX2 が含まれます。

ITKO.CICSAGNT.CNTL （ITKOEX2C）には COBOL COMMAREA コピーブックが含まれます。

ITKO.CICSAGNT.CNTL （ITKOEX2A）にはアセンブラ COMMAREA コピーブック が含まれます。

ITKO.CICSAGNT.CNTL （COMPUEX2）には COBOL コンパイル JCL が含まれます。

ITKOUEX3 - LISA CICS COMMAREA 統合出口

この出口は、COMMAREA の外部のストレージを参照するアドレスを含む COMMAREA を管理するために使用されま
す。この出口は、1 つの連続した COMMAREA を作成するために、ストレージ フラグメントを COMMAREA と統合しま
す。

この出口は、以下の時点でコールされます。

• COMMAREA の外部のデータを参照するアドレスを含まない置き換え用の COMMAREA を作成するために、CICS
LINK のレコーディング中（前のイメージと後のイメージの両方について）。この出口は、新しいストレージ領域に
対して GETMAIN を実行する役割を果たします。 CICS エージェントは、この領域に対して FREEMAIN を実行しま
す。また、COMMAREA 内の場所を指す COMMAREA 内のアドレスにも問題があります。この場合、この出口はレ
コーディング中にアドレスを相対的なオフセットに変換し、再生中に実際のアドレスに戻す必要があります。

• 応答から元の COMMAREA にリストアするために、CICS LINK の再生（仮想化）中。
• この出口が任意の追加の初期化タスクを実行できるようにするために、CICS エージェントの初期化中（ユーザ出口 1
の後）。

• この出口が任意の追加の終了タスクを実行できるようにするために、CICS エージェントの終了中（ユーザ出口 2 の
前）。

この出口は CICS LINK を介して起動されるため、CICS がサポートする任意の言語で記述できます。ただし、アドレス
操作や可変長データの移動にはアセンブラ言語が最適です。初期化中に、ITKOUEX3 への CICS LINK が試行されます。

この出口が不要な場合は、以下のいずれかのアクションを実行します。

• DFHRPL 連結に ITKOUEX3 という名前のモジュールを含めないようにします。
• PPT で出口を無効にします。

パラメータは COMMAREA で渡されます。

以下の表では、それらのパラメータについて説明しています。

パラメータ 長さ（バイト単位） 入力または出力 データ タイプ 説明
トークン 8 入力/出力 不明 ユーザ出口で使用できる

8 バイト。出口の呼び出
しの後も保持されます。

Call Type 1 入力 バイナリ 12 は再生を示します。
16 は終了を示します。

Image Type 1 入力 バイナリ 4 は前のイメージを示し
ます。
8 は後のイメージを示し
ます。
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COMMAREA Address 4 入力 アドレス アプリケーションの
CICS LINK で渡される
COMMAREA のアドレ
ス。

COMMAREA Length 2 入力 バイナリ アプリケーションの
CICS LINK で渡される
COMMAREA の長さ。

コール元のプログラム 8 入力 文字 CICS LINK コマンドを
発行するプログラムの名
前。

Target Program 8 入力 文字 LINK でのリンク先のプ
ログラムの名前。

New COMMAREA
Address

4 入力/出力 アドレス レコーディングの場
合： 新しい統合された
COMMAREA のアドレ
スが、この出口によって
ここに配置されます。こ
の出口は通常、この領域
を GETMAIN で取得しま
す。
再生の場合： VSE 応答
からの新しい統合され
た COMMAREA のアド
レスがここに配置されま
す。この出口は、その内
容をアプリケーションの
COMMAREA にコピーし
ます。

New COMMAREA
Length

2 入力/出力 バイナリ レコーディングの場
合： 新しい統合された
COMMAREA の長さが、
この出口によってここに
配置されます。
再生の場合： VSE 応答
からの新しい統合された
COMMAREA の長さが、
この出口が使用するため
にここに配置されます。
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Return Code 1 出力 バイナリ 0 は COMMAREA が正
常に統合されたことを
示します。 CICS エー
ジェントは、新しい
COMMAREA アドレ
スと新しい COMMAREA
長さを使用して、記録さ
れたイメージを作成しま
す。
4 は、この出口が成功し
たことを示します。ただ
し、新しい COMMAREA
は作成されていませ
ん。 CICS エージェント
は、CICS LINK からの
COMMAREA を使用し
て、記録されたイメージ
を作成します。
8 は、この出口が失敗
し、新しい COMMAREA
が存在しないことを示し
ます。 CICS エージェン
トは、以下のパラメー
タで示されているよう
に、EIBRCODE、EIBRESP、
および EIBRESP2 に基づ
いて、CICS LINK からア
プリケーションに戻りま
す。
12 は、リターン コード
8 のすべての処理、お
よびこの出口を将来の 
CICS LINK レコーディン
グおよび再生から削除す
る必要があることを示し
ます。

EIBRCODE .6 出力 バイナリ リターン コードが 8 また
は 12 である場合に使用
される EIBRCODE 値。

EIBRESP 4 出力 バイナリ リターン コードが 8 また
は 12 である場合に使用
される EIBRRESP 値。

EIBRESP2 4 出力 バイナリ リターン コードが 8 また
は 12 である場合に使用
される EIBRRESP2 値。

ITKOUEX3 には以下の 3 つのサンプルがあります。

アセンブラ言語サンプル SAMP1EX3 は ITKO.CICSAGNT.CNTL(SAMP1EX3) にあります。

このサンプルではポインタおよびアドレスを含む COMMAREA が統合されるため、レコーディングと再生中に示される
COMMAREA は元の COMMAREA とポインタおよびアドレスで指定されるストレージ ブロックを連結したものになりま
す。詳細については、サンプルを参照してください。

アセンブラ言語サンプル SAMP2EX3 は ITKO.CICSAGNT.CNTL(SAMP2EX3) にあります。

このサンプルは、Natural パラメータ CALLRPL=(ALL,3) または CALLRPL=(ALL,4) で COBOL をコールしたとき
に Software AG Natural 言語によって生成される形式で COMMAREA を管理します。COMMAREA のこの形式で
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は、COMMAREA の長さは 12 （CALLRPL=(ALL,3) が使用されている場合）および 16 （CALLRPL=(ALL,4) が使用され
ている場合）です。COMMAREA 内の最初のフルワードはパラメータ リストのアドレスです。アドレス内で 1 に設定さ
れている高位ビットは、最後のパラメータを示します。3 番目のフルワードはパラメータ長のリストのアドレスです。詳
細については、サンプルを参照してください。

アセンブラ言語サンプル SAMP3EX3 は ITKO.CICSAGNT.CNTL(SAMP3EX3) にあります。

このサンプルでは、一時ストレージ キュー（TSQ）で渡されるデータを持つ CICS プログラムの仮想化を処理します。
詳細については、サンプルを参照してください。

ITKO.CICSAGNT.CNTL （ITKOEX3A）にはアセンブラ COMMAREA コピーブック が含まれます。

ITKO.CICSAGNT.CNTL （ASMBUEX3）にはアセンブリ JCL が含まれます。

 

CICS エージェントの操作

CICS エージェントおよび出口の起動

<ldt> CICS エージェントおよび出口は、CICS 起動 PLT 処理中に起動されます。エージェントおよび出口は、TKOI トラ
ンザクションを実行するか、またはモニタ トランザクション TKOM を使用して手動で起動することもできます。TKOI
トランザクションは出口をインストールし、エージェント トランザクション（TKOA）を起動します。

CICS エージェントおよび出口の停止

<ldt> CICS エージェントおよび出口は、CICS シャットダウン PLT 処理中に停止されます。エージェントおよび出口
は、TKOR トランザクションを実行するか、またはモニタ トランザクション TKOM を使用して手動で停止することもで
きます。

まれな状況として、CICS エージェント トランザクション（TKOA）が終了に失敗する場合があります。この状況である
と考えられる場合は、CEMT I TAS コマンドを使用して、TKOA がまだ実行されているかどうかを確認します。実行さ
れている場合は、TKOA を終了するために、必要に応じて CEMT SET TAS(nnn) PURGE または CEMT SET TAS(nnn)
FORCEPURGE コマンドを使用します。

仮想化された CICS LINK コマンドへの影響

まれなケースとして、CICS LINK の仮想化が失敗する場合があります。この場合、CICS LINK は「無効な要求」
（INVREQ）状態（EIBRCODE=x'E00000000000' および EIBRESP=16）でアプリケーションに戻ります。この状況で
は通常、アプリケーションに INVREQ 状態の処理が実装されていない限り、トランザクションの異常終了が発生しま
す。EIBRESP2 を使用すると、仮想化の失敗の正確な原因を特定できます。

• 500 / x'1F4'
VSE から再生応答が受信されませんでした。これは、ほとんどの場合、タイムアウトが原因です。タイムアウト間隔
は、10 秒に設定されています。タイムアウト値を変更する必要がある場合は、テクニカル サポートに問い合わせて
ください。

• 501 / x'1F5'
CICS エージェントがダウンしています。「After CICS LINK」出口が、 CICS エージェントがダウンしていることを
検出しました。再生応答は返されません。

• 502 / x'1F6'
仮想化が失敗しました。サービス仮想化から再生応答が受信され、CICS LINK COMMAREA または CHANNEL/
CONTAINER の更新が失敗しました。CICS コマンドの失敗メッセージについては、CICS ジョブのログを参照してく
ださい。

• 503 / x'1F7'
LPAR エージェントがシャットダウンされ、保留中の再生要求がすべてキャンセルされました。
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仮想化された CICS DTP/MRO コマンドへの影響

まれなケースとして、CICS DTP/MRO コマンド（ALLOCATE、FREE、SEND、RECEIVE、CONVERSE、EXTRACT
ATTRIBUTES）の仮想化が失敗する場合があります。この場合、CICS コマンドは「無効な要求」（INVREQ）状態
（EIBRCODE=x'E00000000000' および EIBRESP=500）でアプリケーションに戻ります。この状況では通常、アプリ
ケーションに INVREQ 状態の処理が組み込まれていない限り、トランザクションの異常終了が発生します。EIBRESP2
を使用すると、仮想化の失敗の正確な原因を特定できます。

• 501 / x'1F5'
CICS エージェントがダウンしています。「After CICS LINK」出口が、 CICS エージェントがダウンしていることを
検出しました。再生応答は返されません。

• 502 / x'1F6'
サービス仮想化から応答が受信されませんでした。

• 503 / x'1F7'
サービス仮想化から無効な応答が受信されました。CICS コマンドの失敗メッセージについては、CICS ジョブのログ
を参照してください。

• 504 / x'1F8'
セッション テーブルがいっぱいでした。

• 505 / x’1F9’
再生キューへの再生要求の追加に失敗しました。

• 506 / x’1FA’
サービス仮想化から応答が受信される前に、XEIIN WAIT タイムアウトが期限切れになりました。

• 507 / x’1FB’
要求または応答の GETMAIN が失敗しました。

モニタ トランザクション（TKOM）

モニタ トランザクション（TKOM）を使用すると、以下のことが可能です。

• エージェントおよび出口のステータスの確認
• グローバル作業領域（GWA）の 16 進数での表示
• 整形またはデコードされた GWA フィールドの一部の表示
• レコーディング数および再生数の確認
• プログラム テーブル数の確認
• プログラム テーブルの表示
• エージェントの起動および停止
• 出口の起動および停止
• 以下の 3 つの主なキューの現在の深度（数）とウォータマークの上限（最大）の確認

– レコーディング キュー（RecQ）
– 記録されたイメージのキューを定義します。
– 再生キュー（PlbQ）
– LPAR エージェントに送信される再生イメージのキューを定義します。
– LPAR エージェント キュー（LPAQ）
– LPAR エージェントからの応答を待機している再生イメージのキューを定義します。

• エージェント トランザクションのタスク番号の確認

モニタ トランザクションは、以下のように表示されます。

                               ITKO AGENT MONITOR                CICS 040200  
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XPCREQ Started   XPCREQC Started   XEIIN  Started   XEIOUT  Started           

GWA:00167534  Length:00F2  EYE:ITKOEXITGWA V090500C040200 Agent ECB:807BE548  

0000 C9E3D2D6 C5E7C9E3 C7E6C140 E5F0F9F0 F5F0F0C3 F0F4F0F2 F0F00000 000000F2  

0020 03050000 001F0000 00000000 00000000 807BE548 00000002 00000000 00000000  

0040 00000000 00000013 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000  

0060 00000000 00000000 00000000 1B79C000 00000000 00000000 00000000 00000000  

0080 000001BA 00000002 00000204 00000000 00000003 00000000 1B7A6810 1B7A8760  

00A0 1B7B4300 E2F6F7F0 C3C9C3E2 E3E2F140 C3C9C3E2 F1404040 E2F0E6F1 40404040  

00C0 E2E5E2C3 D7D3C5E7 40404040 40404040 40404040 40404040 00000000 00000000  

00E0 00000000 00000000 00000000 00000000 0303                                 

STATUS 1: EXITS INITALIZED,RUNNING                                            

STATUS 2: AGENT RUNNING,CONNECTED,PF OFF                                      

RecQ Seq: 00000002 Head: 00000000 Tail: 00000000 Count: 00000000 Max: 00000013
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PLbQ Seq: 00000000 Head: 00000000 Tail: 00000000 Count: 00000000 Max: 00000000

LPAQ               Head: 00000000 Tail: 00000000 Count: 00000000 Max: 00000000

TstQ Seq: 00000000 Head: 00000000 Tail: 00000000 Count: 00000000 Max: 00000000

CTBL:01F4 Token: 00000000 Used:0000 XTBL:01F4 Used:0000  FMHT:01F4 Used:0000  

Prog List @ 1B79C000 U Use: 00000000 Rec Ct: 00000000 Plb Ct: 00000000        

Record Count: 00000204  Playback Count: 00000000  Event Count: 00000003       

Agent ENQ: TKOA  Task 00000036                                                

Press CLEAR to exit                                                           

 PF1     PF2     PF3     PF4       PF5      PF6       PF7       PF8      PF9  

Unused Refresh Pgm List Unused  Strt Agnt Stop Agnt Strt Exit Stop Exit   PF  

CICS エージェントのメッセージ
メッセージは、 CICS エージェントおよび出口によってオペレータ コンソールと CICS ジョブのログに書き込まれま
す。

 

出口インストーラ（トランザクション TKOI、プログラム ITKOINST）は、以下のメッセージを書き込みます。
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• ITKO0001 - iTKO exit init failed. EIBFN=xXXXX EIBRCDE=xXXXXXXXXXXXX EIBRESP=9999 EIBRESP2=9999
• ITKO0002 - iTKO exit [XPCREQ | XPCREQC] at xxxxxxxx GWA at xxxxxxxx Len 9999 is enabled and started
• ITKO0003 - iTKO exit [XPCREQ | XPCREQC] was enabled but not started
• ITKO0004 - iTKO exit GWA error - Address is xxxxxxxx Length is 9999

 

出口アンインストーラ（トランザクション TKOR、プログラム ITKOREMV）は、以下のメッセージを書き込みます。

• ITKO0005 - iTKO exit remove failed. EIBFN=xXXXX EIBRCDE=xXXXXXXXXXXXX EIBRESP=9999 EIBRESP2=9999
• ITKO0006 - iTKO exit [XPCREQ | XPCREQC] disabled

 

CICS XPCREQ （CICS LINK の前）出口（モジュール ITKPCRQ）または CICS XPCREQC （CICS LINK の後）出口
（モジュール ITKPCRC）は、以下のメッセージを書き込みます。

• ITKO0007 - GWA missing or too small for [ITKPCRQ | ITKPCRC] Exit
• ITKO0008 - Program program-name Error EIBFN=xXXXX EIBRCDE=xXXXXXXXXXXXX EIBRESP=9999

EIBRESP2=9999
• ITKO0009 - Recording Abandoned of calling-program LINK to called-program Tran xxxx Task 9999999 Term xxxx
• ITKO0010 - [Recorded Image | Playback Image | LPAR Agent] PLO failed in [ITKPCRQ | ITKPCRC] Exit
• ITKO0011 - BEFORE/AFTER image creation failed with reason code xxx
• ITKO0012 - Image update failed with reason code 999
• ITKO0013 - PDU Parsing Error in ITKPCRC Exit
• ITKO0014 - ERROR - Corrupt token in ITKPCRC Exit

CICS エージェント（トランザクション TKOA、プログラム ITKOAGNT）は、以下のメッセージを書き込みます。
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• ITKO0101 - Agent waiting for exits
• ITKO0102 - Agent initialization complete
• ITKO0103 - Agent shutting down
• ITKO0104 - iTKO [Recorded Image | Playback Image | LPAR Agent Img] PLO failed in Agent
• ITKO0105 - iTKO Agent started while another agent is running
• ITKO0106 - iTKO Agent connected to LPAR Agent
• ITKO0107 - Agent Config LPAR Agent IP: nnn.nnn.nnn.nnn Port 99999
• ITKO0108 - iTKO Agent GWA error- Address is xxxxxxxx Length is 9999
• ITKO0109 - Socket func xxxxxxxx failed. RETCODE=xXXXXXXXX ERRNO=999999
• ITKO0110 - Agent CICS cmd failed. EIBFN=xXXXX EIBRCDE=xXXXXXXXXXXXX EIBRESP=9999 EIBRESP2=9999
• ITKO0111 - iTKO Agent disconnected from LPAR Agent
• ITKO0112 - iTKO Agent error sending recorded image to LPAR Agent
• ITKO0113 - iTKO Agent error sending playback image to LPAR Agent
• ITKO0114 - iTKO Agent error sending response to LPAR Agent
• ITKO0115 - iTKO Agent error receiving request from LPAR Agent
• ITKO0116 - iTKO Agent error - invalid LPAR Agent IP address
• ITKO0117 - iTKO Agent released nnnnnn recorded images
• ITKO0118 - iTKO Agent canceled nnnnnn playback images
• ITKO0119 - iTKO Agent canceled nnnnnn pending playback images
• ITKO0120 - ITKO Agent released playback image: token xxxxxxxxxxxxxxxx Reason xxx
• ITKO0121 - iTKO Agent error reading configuration
• ITKO0122 - Agent TCP/IP API Timeout
• ITKO0123 - Agent waiting for TCP/IP API
• ITKO0124 - ITKO Agent response timeout for Token xxxxxxxxxxxxxxxx
• ITKO0125 - Call to ITKOUEX1/ITKOUEX2/ITKOUEX3 failed
• ITKO0126 - Handshake error encountered. Shutting down Agent
• ITKO0127 - ITKO Agent Test request failed -- Token: xxxxxxxxxxxxxxxx Reason xxx
• ITKO0128 - ITKO Agent Test Req timeout for Token xxxxxxxxxxxxxxxx
• ITKO0129 - ITKO Agent Test Req timeout fail for Token xxxxxxxxxxxxxxxx
• ITKO0130 - ITKO Agent cancelled 999999 pending Lisa Test requests
• ITKO0131 - Incompatible LPAR agent vvvv. Shutting down Agent.
• ITKO0132 - Config line xxxxx error-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CICS XEIIN （CICS コマンドの前）出口（モジュール ITKOXEIN）または CICS XEIOUT （CICS コマンドの後）出口
（モジュール ITKOXEIO）は、以下のメッセージを書き込みます。
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• ITKO200 - ITKOXEIN XPI INQ_APPLICATION_DATA Failed
• ITKO201 - ITKOXEIN/ITKOXEIO XPI Getmain Dynamic Stg Failed
• ITKO202 - ITKOXEIN/ITKOXEIO XPI Freemain Dynamic Stg Failed
• ITKO203 - ITKOXEIN/ITKOXEIO XPI Getmain Image Stg Failed
• ITKO204 - ITKOXEIN/ITKOXEIO XPI Freemain Image Stg Failed
• ITKO205 - ITKOXEIN Task table full - discarding image
• ITKO206 - ITKOXEIN XPI WAIT Failed
• ITKO207 - ITKOXEIN XPI Freemain plbk req/rsp failed
• ITKO208 - ITKOXEIO Add to recording queue failed
• ITKO209 - ITKOXEIN/ITKOXEIO XPI Freemain SET() Stg Failed
• ITKO210 - ITKOXEIN XPI Getmain SET() Stg Failed
• ITKO0300 - Test CICS cmd failed. EIBFN=xXXXX EIBRCDE=xXXXXXXXXXXXX EIBRESP=9999 EIBRESP2=9999
• ITKO0301 - DevTest CICS exit not running.
• ITKO0302 - DevTest CICS GWA not available.
• ITKO0303 - DevTest CICS Agent not running/connect.
• ITKO0304 - ITKOLDEL failed for test request queue.
• ITKO0305 - No TEST request found.
• ITKO0306 - ITKOTST terminated due to errors.

 

NOTE

詳細情報：

• DevTest CICS エージェント メッセージの説明

DevTest CICS エージェント メッセージの説明
このセクションは、 CICS エージェント メッセージのリストおよびその説明です。

ITKO0001 - iTKO exit init failed. EIBFN=xXXXX EIBRCDE=xXXXXXXXXXXXX EIBRESP=9999 EIBRESP2=9999

メッセージ タイプ

致命的なエラー

説明:

CICS コマンドが失敗し、ITKOINST は中止されました。16 進数の EIBFN 値によって、失敗した CICS コマンドが識別
されます。失敗したコマンドは以下のとおりです。

EIBFN CICS コマンド

x0C02 GETMAIN

x1008 START

x2202 ENABLE PROGRAM

x2206 EXTRACT EXIT

x6C02 WRITE OPERATOR

x8802 INQUIRE EXITPROGRAM

アクション

 1479



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

EIBRCDE、EIBRESP、および EIBRESP2 コードを使用して、失敗の原因を特定し、それを修正します。いくつかの考
えられる失敗の原因には、以下のものがあります。

• TKOI トランザクションを実行しているユーザが、CICS システム プログラミング インターフェース（SPI）コマンド
（EXTRACT EXIT など）を実行する権限を持っていない。

• TKOA が定義されていないか、または誤って定義されていたため、エージェント トランザクション（TKOA）の
START コマンドが失敗した。

ITKO0002 - iTKO exit [XPCREQ | XPCREQC] at xxxxxxxx GWA at xxxxxxxx Len 9999 is enabled and started

メッセージ タイプ

情報

説明:

示されている出口（XPCREQ または XPCREQC）が示されているアドレスにインストールされ、示されているアドレス
のグローバル作業領域が示されている長さに設定されました。この出口は有効になり、起動されました。

通常、これらのメッセージは 2 つ（XPCREQ と XPCREQC のそれぞれに対して 1 つ）表示されます。その両方の GWA
のアドレスと長さは同じです。

アクション

なし

ITKO0003 - iTKO exit [XPCREQ | XPCREQC] was enabled but not started

メッセージ タイプ

致命的なエラー

説明:

示されている出口（XPCREQ または XPCREQC）が有効になりましたが、その出口を起動できませんでした。ITKO の
レコーディングおよび再生機能が正しく機能していません。

このメッセージには通常、ITKO0001 メッセージが付随します。

アクション

付随している ITKO0001 メッセージを診断し、問題を修正します。

TKOR を使用して出口を削除し、TKOI を使用して再インストールします。

ITKO0004 - iTKO exit GWA error - Address is xxxxxxxx Length is 9999

メッセージ タイプ

致命的なエラー

説明:

ITKO 出口に小さすぎるグローバル作業領域が割り当てられました。

ITKO0001 メッセージにはこのメッセージが付随することがあります。

アクション

CA サポートにエラーをレポートします。

ITKO0005 - iTKO exit remove failed. EIBFN=xXXXX EIBRCDE=xXXXXXXXXXXXX EIBRESP=9999 EIBRESP2=9999

メッセージ タイプ
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致命的なエラー

説明:

CICS コマンドが失敗し、ITKOREMV は中止されました。16 進数の EIBFN 値によって、失敗した CICS コマンドが識別
されます。失敗したコマンドは以下のとおりです。

EIBFN CICS コマンド

x0C02 FREEMAIN

x1004 DELAY

x2204 DISABLE PROGRAM

x2206 EXTRACT EXIT

x6C02 WRITE OPERATOR

x8802 INQUIRE EXITPROGRAM

アクション

EIBRCDE、EIBRESP、および EIBRESP2 コードを使用して、失敗の原因を特定し、それを修正します。TKOR トラン
ザクションを実行しているユーザが、CICS システム プログラミング インターフェース（SPI）コマンド（EXTRACT
EXIT など）を実行する権限を持たない場合には、この失敗が発生します。

ITKO0006 - iTKO exit [XPCREQ | XPCREQC] disabled

メッセージ タイプ

情報

説明:

示されている出口（XPCREQ または XPCREQC）は無効になりました。

アクション

なし

ITKO0007 - GWA missing or too small for [ITKPCRQ | ITKPCRC] Exit

メッセージ タイプ

致命的なエラー

説明:

この出口のためのグローバル作業領域が存在しないか、または小さすぎます。

アクション

CA サポートにエラーをレポートします。

ITKO0008 - Program program-name Error EIBFN=xXXXX EIBRCDE=xXXXXXXXXXXXX EIBRESP=9999
EIBRESP2=9999

メッセージ タイプ

致命的なエラー

説明:

CICS コマンドが、示されている出口プログラムで失敗しました。16 進数の EIBFN 値によって、失敗した CICS コマン
ドが識別されます。失敗したコマンドは以下のとおりです。
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EIBFN CICS コマンド

0202 ADDRESS

0208 ASSIGN INVOKINGPROG

0C02 GETMAIN

0C02 FREEMAIN

3414 GET CONTAINER

3416 PUT CONTAINER

6C02 WRITE OPERATOR

9626 STARTBROWSE CONTAINER

9628 GETNEXT CONTAINER

アクション

EIBRCDE、EIBRESP、および EIBRESP2 コードを使用して、失敗の原因を特定し、それを修正します。考えられる失
敗の原因の 1 つは、CICS のストレージ不足状態のために GETMAIN が失敗したことです。

ITKO0009 - Recording Abandoned of calling-program LINK to called-program Tran xxxx Task 9999999 Term xxxx

メッセージ タイプ

警告

説明:

示されているトランザクション、タスク、およびターミナルの呼び出し元プログラムから呼び出し先プログラムへの
CICS LINK のレコーディング時に、記録されたイメージを処理するためのリソースを取得できませんでした。付随して
いる ITKO0008 メッセージでリソース（記録されたイメージに対する GETMAIN の失敗など）を識別できます。 LPAR
エージェントが  CICS エージェントから切断されていた可能性があります。

アクション

記録されたイメージがドロップされる原因になった状況を調査します。

ITKO0010 - [Recorded Image | Playback Image | LPAR Agent list] PLO failed in [ITKPCRQ | ITKPCRC] Exit

メッセージ タイプ

警告

説明:

PLO （z/OS Perform Locked Operation）コマンドが失敗しました。

PLO は、出口とエージェントの間の通信に使用される 3 つのキュー/リストの操作をシリアライズするために使用されま
す。記録されたイメージのキューには、エージェントが処理する記録されたイメージが含まれています。再生イメージの
キューには、エージェントが処理する再生要求が含まれています。LPAR エージェントのリストには、エージェントが出
口に渡すために受信する再生応答が含まれています。

記録されたイメージのキュー エントリの場合、出口は記録されたイメージを破棄します。

再生イメージのキュー エントリの場合、イメージは破棄され、トランザクションは再生（仮想化）なしで続行されま
す。

LPAR エージェントのリスト エントリ（再生応答）の場合、LPAR エージェントのリスト上のイメージは出口によって切
り離されます。
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アクション

CA サポートにエラーをレポートします。

ITKO0011 - BEFORE/AFTER image creation failed with reason code xxx

メッセージ タイプ

エラー

説明:

出口 XPCREQ （モジュール ITKPCRQ）または出口 XPCREQC （モジュール ITKOPCRC）で、前または後のイメージ
の作成が示されている理由コードで失敗しました。

以下の理由コードが有効です。

8 - 作成ルーチンにイメージが渡されませんでした。

12 - 作成ルーチンに前のイメージも後のイメージもありません。

16 - 作成ルーチンへの INPUTMSG の挿入で PDU の長さを超えました。

20 - 作成ルーチンへの COMMAREA の挿入で PDU の長さを超えました。

24 - 作成ルーチンへのコンテナの挿入で PDU の長さを超えました。

28 - 作成ルーチンへの元データの挿入で PDU の長さを超えました。

32 - 作成ルーチンで MVCL ロジック エラーが発生しました。

36 - 作成ルーチンに渡されたイメージ内に TKOCLNK がありません。

40 - 作成ルーチン内の CPDUVARN がゼロです。

44 - 作成ルーチンへの EIB の挿入で PDU の長さを超えました。

アクション

CA サポートにエラーをレポートします。

ITKO0012 - Image update failed with reason code 999

メッセージ タイプ

エラー

説明:

出口 XPCREQ （モジュール ITKPCRQ）または出口 XPCREQC （モジュール ITKOPCRC）で、後のイメージの更新が
示されている理由コードで失敗しました。

以下の理由コードが有効です。

4 - CICS コマンド エラーが発生しました。

5 - 更新ルーチンにイメージが渡されませんでした。

6 - 更新ルーチンに渡されたイメージ内に後の EIB がありません。

7 - 更新ルーチンに渡されたイメージ内に TKOCLNK がありません。

8 - 更新ルーチンに渡されたイメージ内で CVARTYP が CVARLINK ではありません。

9 - 更新ルーチンに渡されたイメージ内で CLNKEYE が 'CLNK' ではありません。

10 - 更新ルーチンに渡されたイメージ内で CVARLEN がゼロです。
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11 - 更新ルーチンに渡されたイメージ内で CTNREYE が 'CTNR' ではありません。

アクション

CA サポートにエラーをレポートします。

ITKO0013 - PDU Parsing Error in ITKPCRC Exit

メッセージ タイプ

エラー

説明:

出口 XPCREQC （モジュール ITKPCRC）で、ユーザ出口 3 で展開された COMMAREA の更新が失敗しました。

アクション

CA サポートにエラーをレポートします。

ITKO0014 - ERROR - Corrupt token in ITKPCRC Exit

メッセージ タイプ

エラー

説明:

出口 XPCREQC （モジュール ITKPCRC）の後の CICS LINK で、正しい  CICS エージェント制御ブロックをアドレス指
定していないトークン（UEPPCTOK）が渡されました。この原因はおそらく、XPCREQ 出口または XPCREQC 出口の
競合です。このメッセージは 1 回だけ書き込まれます。

アクション

CICS 領域にインストールされている XPCREQ 出口と XPCREQC 出口を調査します。

ITKO0101 - AGENT waiting for exits

メッセージ タイプ

情報

説明:

出口が有効になる前に  CICS エージェントが起動されました。このエージェントは、処理を続行する前に、出口が有効
になるのを待機します。

アクション

なし。

ITKO0102 - AGENT initialization complete

メッセージ タイプ

情報

説明:

CICS エージェントは初期化を完了し、 LPAR エージェントへの接続を開始しています。

アクション

なし。
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ITKO0103 - AGENT shutting down

メッセージ タイプ

情報

説明:

CICS エージェントはシャットダウンしています。

アクション

なし。

ITKO0104 - iTKO [Recorded Image | Playback Image | LPAR Agent Img] PLO failed in Agent

メッセージ タイプ

警告

説明:

PLO （z/OS Perform Locked Operation）コマンドが失敗しました。

PLO は、出口とエージェントの間の通信に使用される 3 つのキュー/リストの操作をシリアライズするために使用されま
す。記録されたイメージのキューには、エージェントが処理する記録されたイメージが含まれています。再生イメージの
キューには、エージェントが処理する再生要求が含まれています。LPAR エージェントのリストには、エージェントが出
口に渡すために受信する再生応答が含まれています。

記録されたイメージと再生イメージのキュー エントリの場合、イメージはスキップされ、記録されたイメージおよび再
生イメージのキューの次のパスで PLO が再試行されます。

LPAR エージェントのリスト エントリ（再生応答）の場合、イメージは破棄され、CICS LINK を発行しているユーザ ト
ランザクションは INVREQ 応答（EIBRCODE=x'E00000000000'、EIBRESP=16、および EIBRESP2=500）を受信しま
す。

アクション

CA サポートにエラーをレポートします。

ITKO0105 - iTKO Agent started while another agent is running

メッセージ タイプ

警告

説明:

CICS エージェント（トランザクション TKOA）が、そのエージェントの別のインスタンスの実行中に起動されまし
た。CICS 領域ではエージェントを 1 つしか実行できないため、2 番目のエージェントは停止します。

アクション

なし。

ITKO0106 - iTKO Agent connected to LPAR Agent

メッセージ タイプ

情報

説明:

CICS エージェントは、 LPAR エージェントへの TCP/IP 接続を確立しました。
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アクション

なし。

ITKO0107 - Agent Config LPAR Agent IP: nnn.nnn.nnn.nnn Port 99999

メッセージ タイプ

情報

説明:

CICS エージェントは設定（TD キュー TKOC）を読み取り、指定されている IP アドレスとポート番号を使用して 
LPAR エージェントに接続しています。

アクション

なし

ITKO0108 - iTKO Agent GWA error- Address is xxxxxxxx Length is 9999

メッセージ タイプ

致命的なエラー

説明:

出口のグローバル作業領域（GWA）が存在しないか、または正しい長さではありません。 CICS エージェントは停止し
ます。

アクション

CA サポートにエラーをレポートします。

ITKO0109 - Socket func [INITAPI | SELECTEX | SEND | RECV | CONNECT | CLOSE | PTON | TERMAPI] failed.
RETCODE=xXXXXXXXX ERRNO=999999

メッセージ タイプ

警告

説明:

LPAR エージェントへの TCP/IP 接続でエラーが発生しました。

「Socket func RECV failed. RETCODE=x00000000 ERRNO=000000」というメッセージは、通常では LPAR エージェ
ントからの切断を示します。このメッセージには、ITKO0111 メッセージが付随します。また、SEND 関数のエラーも
LPAR エージェントの切断を示す場合があります。

ERRNO 値は、IBM 発行の「z/OS Communications Server IP CICS Sockets Guide」に記載されています。

アクション

このエラーが  LPAR エージェントの切断またはその他の環境の問題のためであるかどうかを判断し、問題を修正しま
す。そうでない場合は、このエラーをサポートに報告してください。

ITKO0110 - Agent CICS cmd failed. EIBFN=xXXXX EIBRCDE=xXXXXXXXXXXXX EIBRESP=9999 EIBRESP2=9999

メッセージ タイプ

致命的なエラー

説明:
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CICS コマンドが  CICS エージェントで失敗しました。16 進数の EIBFN 値によって、失敗した CICS コマンドが識別さ
れます。失敗したコマンドは以下のとおりです。

EIBFN CICS コマンド

0202 ADDRESS

0208 ASSIGN

0C02 GETMAIN/ FREEMAIN

0E02 LINK

1204 ENQ

1206 DEQ

2206 EXTRACT EXIT

4E02 INQUIRE PROGRAM

5402 INQUIRE SYSTEM

6C02 WRITE OPERATOR

8802 INQUIRE EXITPROGRAM

アクション

EIBRCDE、EIBRESP、および EIBRESP2 コードを使用して、失敗の原因を特定し、可能な場合はそれを修正します。
考えられる失敗の原因の 1 つは、TKOA トランザクションを実行しているユーザ ID が、CICS システム プログラミング
インターフェース（SPI）コマンド（EXTRACT EXIT など）を実行する権限を持っていないことです。

ITKO0111 - iTKO Agent disconnected from LPAR Agent

メッセージ タイプ

情報

説明:

CICS エージェントが  LPAR エージェントから切断されました。

アクション

なし。

ITKO0112 - iTKO Agent error sending recorded image to LPAR Agent

メッセージ タイプ

エラー

説明:

CICS エージェントは記録されたイメージの送信中であり、 LPAR エージェントとの TCP/IP 接続が失われました。記録
されたイメージはドロップされます。

アクション

LPAR エージェントの切断の原因を調査します。

ITKO0113 - iTKO Agent error sending playback image to LPAR Agent

メッセージ タイプ
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エラー

説明:

CICS エージェントが再生要求イメージを送信中に、LPAR エージェントとの TCP/IP 接続が切断されました。記録され
たイメージはドロップされ、進行中の CICS LINK が INVREQ 応答（EIBRCODE=x'E00000000000'、EIBRESP=16、お
よび EIBRESP2=500）で完了します。

アクション

LPAR エージェントの切断の原因を調査します。

ITKO0114 - iTKO Agent error sending response to LPAR Agent

メッセージ タイプ

エラー

説明:

CICS エージェントは  LPAR エージェントへの応答の送信中であり、TCP/IP 接続が失われました。

アクション

CICS LPAR エージェントの切断の原因を調査します。

ITKO0115 - iTKO Agent error receiving request from LPAR Agent

メッセージ タイプ

エラー

説明:

CICS エージェントは  LPAR エージェントからの要求の受信中であり、TCP/IP 接続が失われました。

アクション

LPAR エージェントの切断の原因を調査します。

ITKO0116 - iTKO Agent error - invalid LPAR Agent IP address

メッセージ タイプ

致命的なエラー

説明:

CICS エージェント設定ファイル（TD キュー TKOC）内の  LPAR エージェント IP アドレスは、有効なドット付き 10
進表記の IPv4 アドレスではありません。

アクション

設定されている IP アドレスを修正します。

ITKO0117 - iTKO Agent released nnnnnn recorded images

メッセージ タイプ

警告

説明:

LPAR エージェントは、記録されたイメージのキューへの格納中に  CICS エージェントから切断されました。 CICS
エージェントは、保留中の記録されたイメージをキューから削除し、それらのイメージを解放します。
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アクション

LPAR エージェントの切断の原因を調査します。

ITKO0118 - iTKO Agent canceled nnnnnn playback images

メッセージ タイプ

警告

説明:

LPAR エージェントは、再生要求イメージのキューへの格納中に  CICS エージェントから切断されました。
CICS エージェントは、保留中の再生要求イメージをキューから削除し、それらのイメージを解放します。各
再生要求イメージは、仮想化される CICS LINK を表します。これらの CICS LINK コマンドは、INVREQ 応答
（EIBRCODE=x'E00000000000'、EIBRESP=16、および EIBRESP2=500）で完了します。

アクション

LPAR エージェントの切断の原因を調査します。

ITKO0119 - iTKO Agent canceled nnnnnn pending playback images

メッセージ タイプ

警告

説明:

LPAR エージェントは、保留中の再生応答イメージの待機中に  CICS エージェントから切断されました。 CICS
エージェントは、保留中の再生応答イメージをキューから削除し、それらのイメージを解放します。保留中の
各再生応答イメージは、仮想化される CICS LINK を表します。これらの CICS LINK コマンドは、INVREQ 応答
（EIBRCODE=x'E00000000000'、EIBRESP=16、および EIBRESP2=500）で完了します。

アクション

LPAR エージェントの切断の原因を調査します。

ITKO0120 - iTKO Agent released playback image with token xxxxxxxxxxxxxxxx

メッセージ タイプ

警告

説明:

CICS エージェントは、 LPAR エージェントから、保留中の再生要求に一致しない再生応答を受信しました。CICS LINK
仮想化で待機中の CICS トランザクションを識別できませんでした。再生イメージは解放（破棄）されます。

以下の理由コードが有効です。コード 5 および 6 は、CICS エージェントの 30 秒のタイムアウト後に、仮想サービス環
境から再生応答が受信されたことを示します。このメッセージには通常、ITKO0124 メッセージが付随します。

1 - PDU が短すぎます。

2 - TKOCPDU の形式エラー。

3 - TKOCPDU トークンのプレフィックスが ITKO ではありません。

4 - TKOCPDU トークンのサフィックスが x'00000000' です。

5 - LPAR エージェント キューが空です。要求がタイムアウトした可能性があります。

6 - LPAR エージェント キュー上に見つかりません。要求がタイムアウトした可能性があります。

7 - CVAR の形式エラー。
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8 - CICS コマンドのヘッダがありません。

9 - 後のイメージ EIB がありません。

10 - 要求 CPDU のエラー。

11 - LPAR エージェント キュー上の一致するイメージがすでにポストされています。

12 - CMALEYE が 'CMAL' ではありません。

13 - CMFREYE が 'CMFR' ではありません。

14 - CMSDEYE が 'CMSD' ではありません。

15 - CMRCEYE が 'CMRC' ではありません。

16 - CMCVEYE が 'CMCV' ではありません。

17 - CMEXEYE が 'CMEX' ではありません。

18 - Receive コマンドに受信されたデータ ブロックがありません。

19 - Converse コマンドに受信されたデータ ブロックがありません。

20 - Receive コマンドのデータ ブロックが短すぎます。

21 - Converse コマンドのデータ ブロックが短すぎます。

アクション

理由コード 5 および 6 の場合は、タイムアウトを調査します。その他の理由コードの場合は、このエラーをサポートに
報告してください。

ITKO0121 - iTKO Agent error reading configuration

メッセージ タイプ

致命的なエラー

説明:

TD キュー TKOC 設定の読み取り中にエラーが発生しました。

アクション

TD キュー TKOC の定義と内容を確認します。

ITKO0122 - Agent TCP/IP API Timeout

メッセージ タイプ

致命的なエラー

説明:

CICS エージェントが CICS TCP/IP インターフェースの期限切れを待機し、 CICS エージェントは終了しました。

アクション

CICS TCP/IP インターフェースが起動されたことを確認し、エージェントを再起動します。

ITKO0123 - Agent waiting for TCP/IP API

メッセージ タイプ

警告
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説明:

CICS エージェントは、CICS TCP/IP インターフェースの初期化を待っています。 CICS エージェントは、10 秒間隔で
30 回（5 分間）再試行します。待機がタイムアウトする前に CICS TCP/IP インターフェースが初期化されない場合、
CICS エージェントは停止します。

アクション

対処する必要はありません。

ITKO0124 - ITKO Agent response timeout for Token xxxxxxxxxxxxxxxx

メッセージ タイプ

警告

説明:

再生イメージが仮想サービス環境に送信され、30 秒のタイムアウトの前に応答が受信されませんでした。再生要求は
パージされ、CICS コマンドが INVREQ 応答で終了します。

アクション

VSE にエラーがないかどうかチェックします。

ITKO0125 - Call to ITKOUEX1/ITKOUEX2/ITKOUEX3 failed

メッセージ タイプ

警告

説明:

ITKOUEX1、ITKOUEX2、または ITKOUEX3 への CICS LINK が失敗しました。付随している ITKO0110 メッセージを参
照してください。

アクション

ITKO0110 メッセージで特定された問題を修正します。

ITKO0126 - Handshake error encountered. Shutting down Agent.

メッセージ タイプ

エラー

説明:

CICS エージェントと  LPAR エージェントの間のハンドシェイクが失敗しました。この失敗は通常、 CICS エージェン
ト設定内の  LPAR エージェントの誤って設定されたポート番号によるものです。このエラーにより、 CICS エージェン
トが  LPAR エージェントではないサーバに接続します。

アクション

CICS エージェント設定を修正します。

ITKO0127 - ITKO Agent Test request failed -- Token: xxxxxxxxxxxxxxxx Reason xxx

メッセージ タイプ

警告

説明:
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DevTest CICS アプリケーション テスト要求が失敗しました。

アクション

CA サポートにエラーをレポートします。

ITKO0128 - ITKO Agent Test Req timeout for Token xxxxxxxxxxxxxxxx

メッセージ タイプ

警告

説明:

タイムアウトになるまでに、DevTest CICS アプリケーション テスト要求が処理されませんでした。その原因として、シ
ステム負荷または DevTest CICS エージェントのアプリケーション テスト コンポーネントでの障害の発生が考えられま
す。

アクション

このメッセージの時点での、CICS の問題を調査します。必要に応じて、CA サポートにエラーを報告します。

ITKO0129 - ITKO Agent Test Req timeout fail for Token xxxxxxxxxxxxxxxx

メッセージ タイプ

警告

説明:

タイムアウトになるまでに、DevTest CICS アプリケーション テスト要求が処理されませんでした。また、タイムアウト
メカニズムに障害が発生しました。

アクション

CA サポートにエラーをレポートします。

ITKO0130 - ITKO Agent cancelled 999999 pending Lisa Test requests

メッセージ タイプ

警告

説明:

DevTest CICS エージェントがシャットダウンしている間に、示されている数の保留中のアプリケーション テスト要求が
キャンセルされました。

アクション

なし。

ITKO0131 - Incompatible LPAR agent vvvv. Shutting down Agent.

メッセージ タイプ

致命的なエラー

説明:

メッセージで示されているバージョン番号の DevTest LPAR エージェントが接続されていましたが、このバージョンには
互換性がありません。接続は閉じられます。

アクション
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DevTest LPAR エージェントのバージョンを調査します。

ITKO0132 - Config line xxxxx error-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

メッセージ タイプ

致命的なエラー

説明:

DevTest CICS エージェントの設定の、メッセージで示されている行にメッセージで示されているエラーがあります。

アクション

DevTest CICS エージェントの設定を修正します。

ITKO200 - ITKOXEIN XPI INQ_APPLICATION_DATA Failed

メッセージ タイプ

エラー

説明:

XEIIN 出口（モジュール ITKOXEIN）が、XPI INQ_APPLICATION_DATA コマンドでエラーを受信しました。

アクション

CA サポートにエラーをレポートします。

ITKO201 - ITKOXEIN/ITKOXEIO XPI Getmain Dynamic Stg Failed

メッセージ タイプ

エラー

説明:

XEIIN 出口（モジュール ITKOXEIN）または XEIOUT 出口（モジュール ITKOXEIO）が、動的ストレージの割り当て中
に XPI GETMAIN コマンドでエラーを受信しました。

アクション

CICS のストレージ不足状態を調査します。

ITKO202 - ITKOXEIN/ITKOXEIO XPI Freemain Dynamic Stg Failed

メッセージ タイプ

エラー

説明:

XEIIN 出口（モジュール ITKOXEIN）または XEIOUT 出口（モジュール ITKOXEIO）が、動的ストレージの解放中に XPI
FREEMAIN コマンドでエラーを受信しました。

アクション

CA サポートにエラーをレポートします。

ITKO203 - ITKOXEIN/ITKOXEIO XPI Getmain Image Stg Failed

メッセージ タイプ

エラー
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説明:

XEIIN 出口（モジュール ITKOXEIN）または XEIOUT 出口（モジュール ITKOXEIO）が、記録されたイメージ用のスト
レージの割り当て中に XPI GETMAIN コマンドでエラーを受信しました。

アクション

CICS のストレージ不足状態を調査します。

ITKO204 - ITKOXEIN/ITKOXEIO XPI Freemain Image Stg Failed

メッセージ タイプ

エラー

説明:

XEIIN 出口（モジュール ITKOXEIN）または XEIOUT 出口（モジュール ITKOXEIO）が、イメージ ストレージの解放中
に XPI FREEMAIN コマンドでエラーを受信しました。

アクション

CA サポートにエラーをレポートします。

ITKO205 - ITKOXEIN Task table full - discarding image

メッセージ タイプ

エラー

説明:

XEIIN 出口（モジュール ITKOXEIN）がタスク テーブルにエントリを割り当てようとしましたが、テーブルがいっぱい
でした。

アクション

CA サポートにエラーをレポートします。

ITKO206 - ITKOXEIN XPI WAIT Failed

メッセージ タイプ

エラー

説明:

XEIIN 出口（モジュール ITKOXEIN）が、再生応答の待機中に XPI WAIT コマンドでエラーを受信しました。

アクション

CA サポートにエラーをレポートします。

ITKO207 - ITKOXEIN XPI Freemain plbk req/rsp failed

メッセージ タイプ

エラー

説明:

XEIIN 出口（モジュール ITKOXEIN）が、再生要求または応答の解放中に XPI FREEMAIN コマンドでエラーを受信しま
した。

アクション
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CICS のストレージ不足状態を調査します。

ITKO208 - ITKOXEIO Add to recording queue failed

メッセージ タイプ

エラー

説明:

XEIOUT 出口（モジュール ITKOXEIO）が、記録されたイメージをレコーディング キューに追加しようとして失敗しま
した。

アクション

CA サポートにエラーをレポートします。

ITKO209 - ITKOXEIN/ITKOXEIO XPI Freemain SET() Stg Failed

メッセージ タイプ

エラー

説明:

XEIIN 出口（モジュール ITKOXEIN）または XEIOUT 出口（モジュール ITKOXEIO）が、RECEIVE または CONVERSE
コマンドの SET パラメータ用に割り当てられたストレージの解放中に XPI FREEMAIN コマンドでエラーを受信しまし
た。

アクション

CA サポートにエラーをレポートします。

ITKO210 - ITKOXEIN XPI Getmain SET() Stg Failed

メッセージ タイプ

エラー

説明:

XEIIN 出口（モジュール ITKOXEIN）が、RECEIVE または CONVERSE コマンドの SET パラメータでのストレージの
割り当て中に XPI GETMAIN コマンドでエラーを受信しました。

アクション

CA サポートにエラーをレポートします。

ITKO0300 - Test CICS cmd failed. EIBFN=xXXXX EIBRCDE=xXXXXXXXXXXXX EIBRESP=9999 EIBRESP2=9999

メッセージ タイプ

致命的なエラー

説明:

DevTest CICS アプリケーション テスト ドライバ プログラムで、CICS コマンドが失敗しました。16 進数の EIBFN 値に
よって、失敗した CICS コマンドが識別されます。

アクション

EIBRCDE、EIBRESP、および EIBRESP2 コードを使用して、失敗の原因を特定し、可能な場合はそれを修正します。
必要に応じて、CA サポートにエラーを報告します。
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ITKO0301 - DevTest CICS exit not running.

メッセージ タイプ

情報

説明:

DevTest CICS 出口が有効でないときに、DevTest CICS アプリケーション テスト トランザクションが実行されました。
これは、通常、DevTest CICS エージェント以外のメカニズムによってトランザクションが開始された場合に発生しま
す。このメッセージは、アプリケーション テスト要求の処理中にタイミングの問題が発生して DevTest CICS エージェ
ントがキャンセルされたことも示す可能性があります。

アクション

DevTest CICS エージェントが実行されていることを確認します。

ITKO0302 - DevTest CICS GWA not available.

メッセージ タイプ

情報

説明:

DevTest CICS 出口グローバル作業領域が割り当てられていないときに、DevTest CICS アプリケーション テスト トラン
ザクションが実行されました。これは、通常、DevTest CICS エージェント以外のメカニズムによってトランザクション
が開始された場合に発生します。このメッセージは、アプリケーション テスト要求の処理中にタイミングの問題が発生
して DevTest CICS エージェントがキャンセルされたことも示す可能性があります。

アクション

DevTest CICS エージェントが実行されていることを確認します。

ITKO0303 - DevTest CICS Agent not running/connect.

メッセージ タイプ

情報

説明:

DevTest CICS エージェントが実行されていないかまたは DevTest LPAR エージェントに接続されていないとき
に、DevTest CICS アプリケーション テスト トランザクションが実行されました。このメッセージは、アプリケーショ
ン テスト要求の処理中にタイミングの問題が発生して DevTest LPAR エージェントがシャットダウンされたことも示す
可能性があります。

アクション

DevTest CICS エージェントが実行され、DevTest LPAR エージェントに接続されていることを確認します。

ITKO0304 - ITKOLDEL failed for test request queue.

メッセージ タイプ

致命的なエラー

説明:

DevTest CICS アプリケーション テスト トランザクションがキューからのアプリケーション テスト要求の削除を試みま
したが、操作に失敗しました。

アクション
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CA サポートにエラーをレポートします。

ITKO0305 - No TEST request found.

メッセージ タイプ

致命的なエラー

説明:

DevTest CICS アプリケーション テスト トランザクションが、アプリケーション テスト要求を発見せずに終了しまし
た。これは、通常、DevTest CICS エージェント以外のメカニズムによってトランザクションが開始された場合に発生し
ます。

アクション

なし。

ITKO0306 - ITKOTST terminated due to errors.

メッセージ タイプ

情報

説明:

DevTest CICS アプリケーション テスト トランザクションが突然終了しました。アプリケーション テスト応答は不完全
です。このメッセージは、問題に関する詳細な情報を含む DevTest エラー メッセージ（ITKO0128）に付随します。

アクション

なし。

DevTest LPAR エージェント
LPAR エージェントは、開始されたタスクとして実行される z/OS 常駐エージェントです。Z/OS シスプレックス内の
LPAR にエージェントをインストールできます。このエージェントでは、 レジストリ（したがって  クライアント）が
その他の  z/OS エージェントと通信するための単一の接点が提供されます。このエージェントにより、 は稼働中の z/
OS CICS エージェントや、それらのエージェントに関するいくつかの基本的な設定情報を認識できるようになります。
また、LPAR エージェントは、z/OS Sysplex に対して複数の  LPAR エージェントが定義されている場合に  z/OS CICS
エージェントをグループ化するための手段も提供します。

クライアント モード - エージェントはクライアント モードで動作でき、DevTest レジストリに接続します。クライアン
ト モードは通常、ファイアウォールによりエージェントがトラフィックを受信できない場合にのみ使用されます。

サーバ モード - エージェントはサーバ モードで動作でき、DevTest レジストリからの接続を受け入れます。ネットワー
ク トラフィックがこれにより通信できる場合、どのメインフレーム ブリッジでも接続できるため、これがお勧めのセッ
トアップです。

以下の図は、 LPAR エージェントと  CICS エージェントのコンポーネントを示しています。
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Figure 33: LPAR エージェントの概要

LPAR エージェントのインストール
z/OS エージェント（CICS および LPAR エージェント）を取得する場合は、CA カスタマ サポートにお問い合わせくだ
さい。

LPAR エージェントのストレージに関する要件

LPAR エージェントは、最小で 3 MB の領域を使用するスタンドアロンのアドレス空間として動作します。

記録されたイメージが大き過ぎるか、または到着率が高い場合、大きな領域が必要になることがあります。

LPAR エージェントのインストール

LPAR エージェントのパッケージは、以下の 3 つのファイルで構成されています。

• iTKOLPARAgentDoc.pdf
• iTKOLPARAgentLoad
• iTKOLPARAgentCntl

以下の手順に従います。

1. ファイルをターゲットのシステムへ FTP で送信します。
iTKOLPARAgentLoad および iTKOLPARAgentCntl ファイルは、以下の例に示す z/OS 属性と共に、バイナリ モード
でターゲットの z/OS システムに FTP 送信されます。
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以下のコマンドライン FTP の例は、データ セット ITKO.LPARAGNT.CNTL.UNLOAD および
ITKO.LPARAGNT.LOAD.UNLOAD の z/OS への正しい転送を示しています。z/OS のファイル名は、データ セットの
命名規則に合わせて変更できます。

ftp> quote SITE LRECL=80 RECFM=FB BLKSIZE=3120 TRACKS PRI=40 SEC=5

200 SITE command was accepted

ftp> bin

200 Representation type is Image

ftp> put iTKOLPARAgentLoad 'ITKO.LPARAGNT.LOAD.UNLOAD'

200 Port request OK.

125 Storing data set ITKO.LPARAGNT.LOAD.UNLOAD

250 Transfer completed successfully.

ftp> quote SITE LRECL=80 RECFM=FB BLKSIZE=3120 TRACKS PRI=10 SEC=1 

200 SITE command was accepted

ftp> put iTKOLPARAgentCntl 'ITKO.LPARAGNT.CNTL.UNLOAD'

200 Port request OK.

125 Storing data set ITKO.LPARAGNT.CNTL.UNLOAD

250 Transfer completed successfully.

2. 拡張区分データ セット（PDSE）と区分データ セット（PDS）をリストアします。
LPAR エージェント ロード ライブラリ PDSE および制御（JCL）ライブラリ PDS は、通常はバッチ ジョブで実行さ
れる TSO RECEIVE コマンドでリストアされます。 
以下のサンプル JCL は、ボリューム VOL001 上の FTP 送信されたデータ セット ITKO.LPARAGNT.LOAD および
ITKO.LPARAGNT.CNTL から拡張区分データ セット（PDSE）と区分データ セット（PDS）をリストアします。デー
タ セット名は、サイトの命名規則に合わせて変更できます。

//job

//*

//* Unload the LOAD Library with TSO RECEIVE

//*

//UNLOAD EXEC PGM=IKJEFT01,DYNAMNBR=10
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//SYSTSPRT DD SYSOUT=*

//SYSPRINT DD SYSOUT=*

//SYSOUT DD SYSOUT=*

//SYSTSIN DD *

RECEIVE INDSNAME('ITKO.LPARAGNT.LOAD.UNLOAD')

   DATASET('ITKO.LPARAGNT.LOAD') VOLUME(VOL001)

RECEIVE INDSNAME('ITKO.LPARAGNT.CNTL.UNLOAD')

   DATASET('ITKO.LPARAGNT.CNTL') VOLUME(VOL001)

/*

3. LPAR エージェントをスターティッド タスクとして実行するようにセットアップします。
ITKO.LPARAGNT.CNTL 内の LPARAGNT メンバは、LPAR エージェントをスターティッド タスクとして実行する
プロシージャのモデルとして使用できます。新しいプロシージャ メンバが作成された後で、タスクを起動できる
PROCLIB にそれをコピーする必要があります。このプロシージャは、以下の 4 つの JCL ステートメントで構成され
ます。
– PROC
スターティッド タスクの名前を指定するステートメント。

– EXEC
プログラム名とパラメータを指定するステートメント。

– STEPLIB
LPAR エージェント ロード モジュールを含む PDSE ロード ライブラリ。

– config
LPAR エージェント設定が定義されている PDS メンバを指定する DD ステートメント。

EXEC ステートメントで指定された PARM によって環境変数が定義されます。PARM は、LPAR エージェント設定
データ メンバを指すステートメントの DD 名も指定します。PARM データはスラッシュ（/）で区切ります。スラッ
シュの前の値は実行時オプションを指定し、スラッシュの後の値は、アプリケーションへのコマンドライン引数を指
定します。環境変数は実行時オプションであり、LPAR エージェント設定データはコマンドライン引数です。
現在、LPAR エージェントが認識する環境変数はタイム ゾーンのみです。この変数はオプションであり、指定されて
いない場合は、デフォルトで UTC になります。この変数は、LPAR エージェントが生成するメッセージ内の日付と
時刻の値を計算するために使用されます。有効な値は、EST5EDT、CST6CDT、MST7MDT、PST8PDT などの標準
の UNIX TZ 文字列です。
ITKO.LPARAGNT.CNTL の LPARAGNT メンバには、以下のサンプル プロシージャがあります。

//LPARAGNT   PROC

//AGENT      EXEC PGM=LPARAGNT,PARM='ENVAR("TZ=CST6CDT")/"//DD:CONFIG"'

//STEPLIB    DD DISP=SHR,DSN=ITKO.LPARAGNT.LOAD

//CONFIG     DD DISP=SHR,DSN=ITKO.LPARAGNT.CNTL(CONFIG)

//SYSUDUMP   DD SYSOUT=*
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4. LPAR エージェント設定メンバを作成します。
LPAR エージェントに必要な設定データは、プレーンテキストでキーワードと値のペアとして指定されます。LPAR
エージェントを起動するために使用されるプロシージャの DD ステートメントで PDS メンバを指定します。EXEC
ステートメントの PARM 値で DD 名を指定します。このファイルは以下のように解析されます。
– ハッシュ文字（#）は、コメント インジケータとして使用されます。
– 空白行や、ハッシュ文字で始まる行はすべて無視されます。
– キーワードと値は等号で区切ります。
– キーワードと値はどちらも、先頭と末尾の空白はすべて切り捨てられます。
– キーワードは大文字と小文字が区別されませんが、ほとんどの値は大文字と小文字が区別されます。
– LPAR エージェントによって理解される有効なキーワードのリストがあります。
LPAR エージェントを設定するために使用できるキーワードは以下のとおりです。
– 名前

LPAR エージェントの名前を指定します。この名前は、ログ記録などに使用されます。
デフォルト：  LPAR エージェント

– モード
LPAR エージェントのモード（サーバ モード（キーワード： Server）またはクライアント モード（キーワード：
Client））を指定します。サーバ モードでは、エージェントはポート PortClient の  レジストリから接続を受け入
れます。この値は、lisa.properties 内の lisa.mainframe.bridge.mode プロパティの反対である必要があります。

– PortClient
サーバ モードで実行されている場合、クライアントが接続するウェルノウン ポートの値を定義します。このポー
ト番号は、lisa.properties 内の lisa.mainframe.bridge.server.port プロパティが指定する値に一致している必要
があります。
デフォルト： 3997

– サーバ
クライアント モードで実行されている場合、接続対象のサーバの IP アドレスを指定します。通常では、この IP
アドレスは、レジストリを実行している  ホストの IP アドレスに一致します。

– ServerPort
クライアント モードでの実行時に、 レジストリが使用するポート番号を定義します。このポート
は、lisa.properties 内の lisa.mainframe.bridge.port プロパティが指定する値に一致している必要があります。

– PortAgent
CICS エージェントが接続するウェルノウン ポートの値を定義します。このポート番号は、この LPAR エージェン
トに接続しているすべての CICS エージェントで設定されている値に一致している必要があります。
デフォルト： 3998

– InitialTrace
パケットのトレースを最初に有効化するかどうかを指定します。
値:
• True： すべての接続でトレースは有効です
• False： すべての接続でトレースは無効です
Limits： これらの値は大文字と小文字を区別しません。
デフォルト： False

– BufferSize
割り当てられる初期バッファ サイズを定義します。この値は通常、予測される最大のデータ ペイロードのサイズ
の 2 倍に設定されます。この値を超えるサイズのパケットが受信された場合は、バッファ サイズを設定された最
大まで再割り当てすることができます。
デフォルト： 65536

– MaxBufferSize
許可されるパケットの最大サイズを定義します。この値より大きいパケットは破棄され、メッセージがログに記録
されます。0（ゼロ）の値はサイズの検証を無効にし、クライアントからの任意のサイズのパケットが許可されま
す。
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デフォルト： 0
サーバ モードで実行するための以下のサンプル設定ファイルは ITKO.LPARAGNT.CNTL の CONFIGSV メンバにあり
ます。

# 

# A sample server mode configuration file 

# 

Name             = DevTest LPAR Agent 

 

# 

# Mode can be "Client" or "Server" 

# 

Mode             = Server 

PortClient       = 3997 

# 

 

# 

# The port used as a server for the agent connections

# 

PortAgent        = 3998 

 

# 

BufferSize       = 65536 

MaxBufferSize    = 65536 

#

クライアント モードで実行するための以下のサンプル設定ファイルが ITKO.LPARAGNT.CNTL の CONFIGCL メンバ
にあります。

# 
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# A sample client mode configuration file 

#

Name              = DevTest LPAR Agent 

 

# 

# Mode can be "Client" or "Server" 

# 

Mode              = Client 

Server            = 10.0.0.1 

ServerPort        = 61617 

 

# 

# The port used as a server for the agent connections

# 

PortAgent         = 3998 

 

# 

BufferSize        = 65536 

MaxBufferSize     = 65536 

#

LPAR エージェントの操作

LPAR エージェントの起動

標準的な操作では、LPAR エージェントはスターティッド タスクとしてセットアップされ、LPAR IPL で起動されます。
標準の MVS START オペレータ コマンド（'S'）を使用すると、LPAR エージェントを明示的に起動できます。

 1503



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

LPAR エージェントの停止

LPAR エージェントは、標準の MVS STOP オペレータ コマンド（'P'）に応答します。また、管理ソケット接続経由で
「SHUTDOWN」メッセージを発行するか、または MVS MODIFY オペレータ コマンド（'F'）を使用してエージェント
を停止することもできます。LPAR エージェントは、どの手法でも同じように終了します。

LPAR エージェントのモニタおよび管理

LPAR エージェントは、標準の MVS オペレータ コマンドを使用して、ある程度までモニタおよび管理することができま
す。

標準の MVS オペレータ コマンドを使用するには、MODIFY コマンド（'F'）を使用して、LPAR エージェントに要求を
発行します。その応答は、コンソール ログに書き込まれます。サポートされている LPAR エージェント コマンドは以下
のとおりです。

• ?
使用可能なコマンドのリストを表示します。
使用方法： F LPARAGNT,?

• L
現在の接続とそれに関連付けられている接続 ID のリストを表示します。
使用方法： F LPARAGNT,L

• T
パケットのトレースを切り替えます。
使用方法： F LPARAGNT,T <id> <state>
<id>
"L" コマンドで見つけた接続 ID を定義します。

• <state>
（オプション）接続に対するパケットのトレースの状態を指定します。
状態を指定しないで T コマンドを発行すると、その接続に対するトレースの状態が返されます。
値： 「ON」および「OFF」

• SHUTDOWN
LPAR エージェントをシャットダウンします。
使用方法： F LPARAGNT,SHUTDOWN

以下の出力は、L コマンドの例です。

F LPARAGNT,L

+ITKO9003 - Command accepted

+ID    Type IP              Port         In       Out  Connected

+3     AT   192.168.0.100   6891          1         0  12/15/11 09:38:44

+4     A    192.168.0.100   6892          1         0  12/15/11 09:38:45

Type は、「エージェント接続」の場合は A、「クライアント接続」の場合は C です。A または C の後に T が続いてい
る場合は、その接続に対してパケットのトレースが有効になっていることを示します。IP アドレスとポート番号によっ
て、接続のソースが識別されます。In と Out はそれぞれ、ピアから受信したパケットとピアに送信したパケットの数
を示します。Connected の日付と時刻は、接続が作成された日時を示します。Connected の日付と時刻では、プロシー
ジャの EXEC ステートメントの PARM で指定されたタイム ゾーンの値が使用されます。

以下の出力は、T コマンドの例です。
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F LPARAGNT,T 3

+ITKO9003 - Command accepted

+Tracing for ID 3 is ON

F LPARAGNT,T 3 OFF

+ITKO9003 - Command accepted

+Tracing for ID 3 is now OFF

LPAR エージェントのメッセージ
メッセージは、オペレータ コンソールと、スターティッド タスクの JES ログ内のデータ セットに書き込まれます。

オペレータ コンソールには、以下のメッセージが書き込まれる場合があります。これらのメッセージは、情報としての
み示されています。

• ITKO9001 - LPAR Agent process initialized and waiting for connections
• ITKO9002 - The Operator command was too large
• ITKO9003 - The command was accepted
• ITKO9004 - The Start command was accepted
• ITKO9005 - The Stop command was accepted
• ITKO9006 - LPAR Agent process terminating

サンプルの JES ログ（スターティッド タスクの DD SYS00001）を以下に示します。

2016:09:30 12:00:32 - Starting via operator command.
2016:09:30 12:00:32 - LPAR Agent started. Version: VA00 Compiled: May 19 2016 12:22:31
2016:09:30 12:00:32 - Using configuration file: //DD:CONFIG
2016:09:30 12:00:32 - ---: Name = Dev LPAR Agent 
2016:09:30 12:00:32 - ---: InitialTrace = False
2016:09:30 12:00:32 - ---: Mode = Server 
2016:09:30 12:00:32 - ---: PortClient = 3997 
2016:09:30 12:00:32 - ---: PortAgent = 4997
2016:09:30 12:00:32 - ---: BufferSize = 65536 
2016:09:30 12:00:32 - ---: MaxBufferSize = 65536 
2016:09:30 12:00:32 - ---: AppKASeconds = 600 
2016:09:30 12:00:32 - ---: AppKALimit = 5 
2016:09:30 12:00:32 - Configuration file processing successful.
2016:09:30 12:00:32 - LPAR Agent named Dev LPAR Agent 
2016:09:30 12:00:32 - Agent socket ready. 
2016:09:30 12:00:32 - Client socket ready. 
2016:09:30 12:00:32 - Memory for message buffers allocated. 
2016:09:30 12:00:32 - Known interfaces: 192.168.0.100 
2016:09:30 12:00:32 - Initial configuration complete. 
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2016:09:30 12:00:35 - ID: 2 - Accepted agent connection from 192.168.0.100.
2016:09:30 12:00:35 - ID: 3 - Accepted agent connection from 192.168.0.100. 
2016:09:30 12:00:35 - ID: 4 - Accepted agent connection from 192.168.0.100. 
2016:10:03 14:19:09 - ID: 5 - Accepted client connection from 192.168.0.106.
2016:10:03 14:30:48 - ID: 5 - Client connection reset.
2016:10:03 14:30:48 - ID: 5 - Disconnected.

DevTest メインフレーム ブリッジ
メインフレーム ブリッジは、 クライアントが  メインフレーム エージェントと通信できるようにするコンポーネントで
す。

以下の図は、メインフレーム ブリッジがその他のコンポーネントとどのように対話するかを示しています。

DevTest メインフレーム ブリッジのプロパティ
LISA_HOME ディレクトリの local.properties ファイルに、以下のメインフレーム ブリッジ プロパティを追加する必要
があります。

• lisa.mainframe.bridge.enabled
レジストリが起動されたときにメインフレーム ブリッジを起動するかどうかを指定します。ブリッジは外部プロセス
としてではなく、レジストリの内部で実行されます。
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デフォルト： false
• lisa.mainframe.bridge.mode
メインフレーム ブリッジの実行モードを指定します。このモードによって、LPAR エージェントとのピア関係が定義
されます。ブリッジは、クライアント モードまたはサーバ モードで実行できます。
– クライアント モードでは、LPAR エージェントをサーバ モードで実行されるように設定する必要があります。ブ
リッジは、LPAR エージェントへの接続を開始します。

– サーバ モードでは、LPAR エージェントをクライアント モードで実行されるように設定する必要があります。ブ
リッジは、LPAR エージェントからの接続を待機します。

値:
– クライアント
– サーバ
デフォルト： server

• lisa.mainframe.bridge.port
サーバ モードでは、このプロパティは、ブリッジが LPAR からの接続をリスンする「既知のポート」を指定します。
このプロパティは、クライアント モードでは無視されます。
値： 有効なポート番号。
デフォルト： 61617

• lisa.mainframe.bridge.server.host
クライアント モードでは、このプロパティは、ブリッジが接続を開始する際の接続先ホストを定義します。このプロ
パティは、サーバ モードでは無視されます。
値： 有効なポート番号。
デフォルト： 127.0.0.1

• lisa.mainframe.bridge.server.port
クライアント モードでは、このプロパティは、指定されたホスト上でブリッジが接続を開始する際の接続先ポートを
定義します。このプロパティは、サーバ モードでは無視されます。
値： 有効なポート番号。
デフォルト： 3997

• lisa.mainframe.bridge.connid
各クライアントの 2 文字の一意の ID。
デフォルト： AA

DevTest メインフレーム ブリッジのルール
以下のエージェント プロパティをメインフレーム ブリッジに対して設定する必要があります。

• コード ページ
ASCII と EBCDIC の間の変換に使用されるコード ページを定義します。
デフォルト： Cp1047

• 初期パケット バッファ サイズ
メインフレームからのパケットを処理するための初期バッファのサイズ（バイト単位）を指定します。より大きなサ
イズのパケットを受信した場合は、バッファ サイズが増加されます。
デフォルト： 1024*65。

• パケット トレース（LPAR）
LPAR エージェントとの間で送受信されるパケットをトレースするかどうかを指定します。
デフォルト： トレースは無効です。

• パケット トレース（クライアント）
ワークステーションとの間で送受信されるパケットをトレースするかどうかを指定します。
デフォルト： トレースは無効です。

• クライアント接続タイムアウト
ブリッジがクライアント モードで起動され、LPAR エージェントへの接続が失敗した場合に、接続の再試行を待機す
る秒数を指定します。
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デフォルト： 30

これらのプロパティは、 ポータルの［エージェント］ウィンドウから設定できます。プロパティは、［設定］タブに表
示されます。
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管理

このセクションでは、管理者が DevTest Solutions で日常的な管理作業を実行するのに役立つ手順について説明します。

一般的な管理
このセクションには、 の一般的な管理に関する情報を提供する以下のトピックが含まれます。

デフォルト ポート番号
このページでは、以下のコンポーネントが使用する各デフォルト ポート番号を定義します。

• DevTest サーバ
• DevTest ワークステーション
• デモ サーバ

このページでは、 ポータルのポート番号を変更する方法についても説明します。

NOTE

あらゆるソケット通信と同様、エフェメラル ポートは、ローカル エンドポイントが作成されるときに必要に応
じて消費されます。

デフォルト ポート番号

以下の表に、 のさまざまなコンポーネントが使用するデフォルト ポート番号のリストを示します。この表には、各ポー
ト番号を設定するプロパティも含まれます。

ポート コンポーネント プロパティ
1505 組み込み Web サーバ lisa.webserver.port
1506 エンタープライズ ダッシュボード（組み込

み Web サーバ）
dradis.webserver.port

1507 ポータル devtest.port
1508 ブローカ（組み込み Web サーバ） broker.webserver.port
1528 Derby データベース lisadb.internal.port、lisadb.pool.common.url
1529 デモ サーバ 該当なし
1530 エンタープライズ ダッシュボード Derby

データベース ポート
dradisdb.internal.port

2003 エンタープライズ ダッシュボード ネット
ワーク ポート

lisa.net.15.port

2004 VSE マネージャ ネットワーク ポート lisa.net.9.port
2005 テスト ランナー ネットワーク ポート lisa.net.5.port
2006 ServiceManager ネットワーク ポート lisa.net.11.port
2008 ワークステーション ネットワーク ポート lisa.net.0.port
2009 ブローカ ネットワーク ポート lisa.pathfinder.broker.port
2010 レジストリ ネットワーク ポート lisa.net.3.port
2011 コーディネータ ネットワーク ポート lisa.net.2.port
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2012 年 JUnit 実行ネットワーク ポート lisa.net.4.port
2013 年 VSE ネットワーク ポート lisa.net.8.port
2014 年 シミュレータ ネットワーク ポート lisa.net.1.port
2999 JDBC シミュレーション ドライバ 該当なし
3128 HTTP プロキシ laf.httpproxy.port
3997 LPAR エージェント lisa.mainframe.bridge.server.port
51110 Virtual Service Catalog url

（application.yml 内の svcatalog の下）
51111 Identity and Access Manager jboss.http.port

jboss.https.port
（standalone.conf または
standalone.conf.bat 内）

61617 LPAR エージェント lisa.mainframe.bridge.port

同じコンピュータで複数のシミュレータを作成すると、新しいシミュレータのポート番号は 2014 から増加していきま
す。たとえば、3 台のシミュレータを追加すると、ポート番号は 2015、2016、および 2017 となります。

通常、各ラボに 1 つのコーディネータが存在します。ただし、より多くのコーディネータを作成する場合は、コマンド
ラインでポートを定義します。以下に例を示します。

CoordinatorServer --name=tcp://hostname:2468/Coordinator2 

lisa.properties ファイルは、ほとんどのデフォルト ポート番号を定義します。

インストール後に 1 つ以上のポート番号を変更する場合は、local.properties ファイルにプロパティを追加し、新しい値
を設定します。lisa.properties ファイルは更新しないでください。

site.properties を更新する必要があるのは、エンタープライズ ダッシュ ボードのポート変更時にポートが更新され
た場合のみです。本質的に、これは他の設定と同様に local.properties に設定されています。ただし、レジストリは
devtest.enterprisedashboard.host と devtest.enterprisedashboard.port を通じてエンタープライズ ダッシュボード
と通信するために設定されている必要があります。これは site.properties に設定する必要があります。

JDBC シミュレーション ドライバのポート番号は、 の仮想 JDBC リスナ ステップを編集することによって変更できま
す。

デフォルト ポート番号

インストールのデフォルト ポート番号は、 のデフォルト ポート番号のサブセットです。

ポート コンポーネント プロパティ
1505 組み込み Web サーバ lisa.webserver.port
2004 VSE マネージャ lisa.net.9.port
2005 テスト ランナー lisa.net.5.port
2006 サービス マネージャ lisa.net.11.port
2009 ブローカ lisa.pathfinder.broker.port
2999 JDBC シミュレーション ドライバ 該当なし
3128 HTTP プロキシ laf.httpproxy.port
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デモ サーバのデフォルト ポート番号

以下の表に、デモ サーバが使用するデフォルト ポート番号のリストを示します。

ポート コンポーネント
1098 JNDI[JNDI]
1099 JNDI[JNDI]
1528 Derby データベース
8080 HTTP

デフォルト ポート番号は、以下のファイルで定義されています。

• lisa-demo-server/jboss/server/default/conf/jboss-service.xml
• lisa-demo-server/jboss/server/default/deploy/jboss-web.deployer/server.xml

インストール後に 1 つ以上のポート番号を変更する場合は、これらのファイルを直接更新できます。

 ポータルのポート番号の変更

ポータルのポート番号を変更するには、以下のプロパティ ファイルの両方を設定する必要があります。

• local.properties
• phoenix.properties

以下の手順に従います。

1. LISA_HOME ディレクトリに移動します。
2. LISA_HOME ディレクトリに local.properties ファイルが含まれていない場合は、_local.properties を

local.properties にコピーします。
3. local.properties ファイルを開きます。
4. 以下のプロパティを追加し、新しいポート番号に値を設定します。

# DevTest UI

devtest.port=port-number

5. local.properties ファイルを保存します。
6. LISA_HOME ディレクトリに phoenix.properties ファイルが含まれていない場合は _phoenix.properties を

phoenix.properties にコピーします。
7. phoenix.properties ファイルを開きます。
8. phoenix.port プロパティのコメントを解除し、値を新しいポート番号に設定します。
9. phoenix.properties ファイルを保存します。

インストール ディレクトリからのデータ ディレクトリの分離
共通  インストールを共有する一方で、DevTest アプリケーションの異なるユーザが自分のデータ ディレクトリを持つこ
とができます。このシナリオでは、ユーザに必要なのは  プログラム ディレクトリへの読み取りアクセスのみです。

インストールの際、デフォルトのデータ ディレクトリはユーザのホーム フォルダ内にある DevTest という名前のサブ
フォルダです。例： %userprofile%/DevTest

%userprofile% （または '~'）ユーザ ホーム変数の使用は、他のユーザに代わってこの製品をインストールするシステム
管理者にとって有用です。これらの変数は、この製品を使用するすべてのユーザのホーム フォルダに解決されます。指
定されたデータ ディレクトリが存在し、ユーザにそのディレクトリへの書き込み権限がある必要があります。データ

 1511



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

ディレクトリが存在しない場合、インストーラはそれを作成し、それが書き込み可能であることを確認するテストを行い
ます。

NOTE

サーバ コンポーネントをインストールする場合、共有インストールから前のアップグレードが検出されたら、
インストーラ プロンプトで指定するように促されるのはデータ ディレクトリのみになります。

サーバ コンポーネントのインストール ディレクトリとデータ ディレクトリを同じにすることを強くお勧めし
ます。以前共有インストールを使用した場合、それを継続できます。サポートに関しては、ユーザ ドキュメン
トの以前のバージョンを参照してください。

データ ディレクトリがインストール ディレクトリと異なる場合、DevTest はインストール ディレクトリおよびユーザの
ホーム フォルダの両方に lisa.user.properties ファイルを作成します。このプロパティ ファイル内の lisa.data.dir プロパ
ティは、製品にデータ ディレクトリが配置されている場所を通知します。ユーザは、指定されたデータ ディレクトリへ
の書き込み権限を持っている必要があります。データ ディレクトリが存在しない場合、インストーラはそれを作成し、
それが書き込み可能であることを確認するテストを行います。

データ ディレクトリに含まれるコンポーネントは次のとおりです:

• ワークステーション コンポーネント： _local.properties、_logging.properties、_de-identify.xml、ホットデプロイ、カ
スタマイズのライブラリ、アセットが含まれるプロジェクト、サンプル フォルダ

• サーバ コンポーネント： ホットデプロイ、CVS モニタ、VSE 展開

DevTest ワークステーションの初期起動時に、プロジェクト、サンプル、およびテンプレート
（_local.properties、_logging.properties、および _de-identify.xml）がインストール ディレクトリからデータ ディレクト
リにコピーまたはリフレッシュされます。

lisa.user.properties システム プロパティまたは LISA_USER_PROPERTIES 環境変数を設定して、lisa.data.dir プロパ
ティを定義するファイルの場所を指定することもできます。プロパティがシステム プロパティとして定義されている場
合は、そのシステム プロパティ定義が優先されます。

ワークステーション クラスパスへのユーザ固有の JAR および ZIP ファイルの追加
のインストール ディレクトリ（LISA_HOME とも言います）と別になっているデータ ディレクトリで  を使用する場
合、JAR および ZIP ファイルをデータ ディレクトリの lib フォルダに追加できます。これらは、ワークステーションの
クラスパスの末尾に追加されます。LISA_HOME\lib ディレクトリへの書き込みアクセス権がなく、 へアクセス可能にし
たいサードパーティのライブラリまたはカスタム コードがある場合、これは有用です。 

LISA_HOME\bin ディレクトリには、現在のターミナル セッションの LISA_POST_CLASSPATH 環境変数をデータ ディ
レクトリの lib フォルダにあるすべての JAR および ZIP ファイルが含まれるクラスパス文字列に設定する、以下のスク
リプトが含まれています。

• updateUserPostClasspathEnv.bat （Windows）
• updateUserPostClasspathEnv.sh （Mac OS、UNIX）

これらのスクリプトを実行する前に、LISA_HOME 環境変数を  がインストールされている場所に設定します。デフォル
トでは、 は以下の場所にインストールされます。

• C:\Program Files\CA\DevTest （Windows）
• /opt/CA/DevTest （Mac OS、UNIX）

Mac OS および UNIX での環境変数のエクスポート

updateUserPostClasspathEnv.sh UNIX シェル スクリプトを使用する場合、これを source コマンド（または、"." エイリ
アス）で実行して、LISA_POST_CLASSPATH 変数がスクリプトから現在のセッションにエクスポートされるようにし
ます。以下はスクリプトの実行例です。環境変数をエクスポートし、 を起動します。

cd $LISA_HOME/bin
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source ./updateUserPostClasspathEnv.sh
./Workstation

Windows での環境変数のエクスポート

コマンド プロンプトの使用

cd LISA_HOME/bin
updateUserPostClasspathEnv.bat Workstation.exe

PowerShell の使用

cd LISA_HOME/bin
.\updateUserPostClasspathEnv.bat .\Workstation.exe

LISA_POST_CLASSPATH 環境変数がスクリプトによって設定されている場合、 を同じターミナル セッションから起動
します。lib ディレクトリの JAR および ZIP ファイルから任意のクラスにアクセスできるようになります。

NOTE

LISA_POST_CLASSPATH 環境変数のスコープ

がデータ ディレクトリの lib フォルダにある JAR および ZIP ファイルを認識するには、 が実行されているの
と同じ環境で、LISA_POST_CLASSPATH 環境変数を設定する必要があります。LISA_POST_CLASSPATH 環
境変数が、現在のターミナル セッションで、updateUserPostClasspathEnv スクリプトによってのみ設定され
ている場合、 を同じターミナル セッションから実行する必要があります。

LISA_POST_CLASSPATH 環境変数が設定されて以降、新しい JAR または ZIP ファイルがデータ ディレクト
リの lib フォルダに追加されている場合、updateUserPostClasspathEnv を再度実行する必要があります。

ターミナル セッションで  を実行する前に、毎回 updateUserPostClasspathEnv スクリプトを実行したくない
場合は、スクリプトの出力を使用して、使用しているオペレーティング システムのシステムまたはユーザ レベ
ルで、LISA_POST_CLASSPATH 環境変数の設定に役立てることができます。システムまたはユーザ レベルで
LISA_POST_CLASSPATH 環境変数を設定すると、ターミナル セッション レベルで上書きされない限り、 の
すべての新規インスタンスで、この環境変数を使用します。

ワークステーション クラスパスへのユーザ固有の JAR および ZIP ファイルの追加
のインストール ディレクトリ（LISA_HOME とも言います）と別になっているデータ ディレクトリで  を使用する場
合、JAR および ZIP ファイルをデータ ディレクトリの lib フォルダに追加できます。これらは、ワークステーションの
クラスパスの末尾に追加されます。LISA_HOME\lib ディレクトリへの書き込みアクセス権がなく、 へアクセス可能にし
たいサードパーティのライブラリまたはカスタム コードがある場合、これは有用です。 

LISA_HOME\bin ディレクトリには、現在のターミナル セッションの LISA_POST_CLASSPATH 環境変数をデータ ディ
レクトリの lib フォルダにあるすべての JAR および ZIP ファイルが含まれるクラスパス文字列に設定する、以下のスク
リプトが含まれています。

• updateUserPostClasspathEnv.bat （Windows）
• updateUserPostClasspathEnv.sh （Mac OS、UNIX）

これらのスクリプトを実行する前に、LISA_HOME 環境変数を  がインストールされている場所に設定します。デフォル
トでは、 は以下の場所にインストールされます。

• C:\Program Files\CA\DevTest （Windows）
• /opt/CA/DevTest （Mac OS、UNIX）
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Mac OS および UNIX での環境変数のエクスポート

updateUserPostClasspathEnv.sh UNIX シェル スクリプトを使用する場合、これを source コマンド（または、"." エイリ
アス）で実行して、LISA_POST_CLASSPATH 変数がスクリプトから現在のセッションにエクスポートされるようにし
ます。以下はスクリプトの実行例です。環境変数をエクスポートし、 を起動します。

cd $LISA_HOME/bin
source ./updateUserPostClasspathEnv.sh
./Workstation

Windows での環境変数のエクスポート

コマンド プロンプトの使用

cd LISA_HOME/bin
updateUserPostClasspathEnv.bat Workstation.exe

PowerShell の使用

cd LISA_HOME/bin
.\updateUserPostClasspathEnv.bat .\Workstation.exe

LISA_POST_CLASSPATH 環境変数がスクリプトによって設定されている場合、 を同じターミナル セッションから起動
します。lib ディレクトリの JAR および ZIP ファイルから任意のクラスにアクセスできるようになります。

NOTE

LISA_POST_CLASSPATH 環境変数のスコープ

がデータ ディレクトリの lib フォルダにある JAR および ZIP ファイルを認識するには、 が実行されているの
と同じ環境で、LISA_POST_CLASSPATH 環境変数を設定する必要があります。LISA_POST_CLASSPATH 環
境変数が、現在のターミナル セッションで、updateUserPostClasspathEnv スクリプトによってのみ設定され
ている場合、 を同じターミナル セッションから実行する必要があります。

LISA_POST_CLASSPATH 環境変数が設定されて以降、新しい JAR または ZIP ファイルがデータ ディレクト
リの lib フォルダに追加されている場合、updateUserPostClasspathEnv を再度実行する必要があります。

ターミナル セッションで  を実行する前に、毎回 updateUserPostClasspathEnv スクリプトを実行したくない
場合は、スクリプトの出力を使用して、使用しているオペレーティング システムのシステムまたはユーザ レベ
ルで、LISA_POST_CLASSPATH 環境変数の設定に役立てることができます。システムまたはユーザ レベルで
LISA_POST_CLASSPATH 環境変数を設定すると、ターミナル セッション レベルで上書きされない限り、 の
すべての新規インスタンスで、この環境変数を使用します。

ディレクトリ構造
このページでは、 および  のディレクトリ構造について説明します。

このページでは、DevTest Solutions のインストールに別のデータ ディレクトリを指定しなかったと仮定しています。別
のデータ ディレクトリがある場合は、以下のディレクトリは LISA_HOME 以外の場所にある可能性があります。
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• cvsMonitors
• データベース
• ホットデプロイ
• locks
• tmp
• vseDeploy
• local.properties
• logging.properties
• de-identify.xml
• _local.properties
• _logging.properties
• _de-identify.xml
• カスタマイズのライブラリ
• アセットがあるプロジェクト
• サンプル フォルダ

ディレクトリ

の LISA_HOME ディレクトリには、以下のディレクトリがあります。

NOTE
locks ディレクトリには、読み取り/書き込み権限が必要です。

• .install4j
インストーラが含まれます。

• addons
アドオンが含まれています。

• エージェント
Java エージェント用のファイルが含まれます。

• bin
およびその他のコンポーネントの実行可能ファイルが含まれています。

• defaults
すべてのプロジェクトに共通する監査ドキュメントおよびステージング ドキュメントが含まれます。プロジェクトに
固有のステージング ドキュメントは Projects ディレクトリにあります。

• doc
使用許諾契約、 Java エージェント用の JavaDoc、ソフトウェア開発キット（SDK）用の JavaDoc が含まれます。

• examples
デモ サーバを使用するサンプルが含まれるデフォルト プロジェクト。

• examples_src
サンプルのソース ファイルおよびキオスク関連のファイル。

• hotDeploy
がモニタするディレクトリ。このファイルには Java クラスおよび JAR ファイルが含まれます。このディレクトリの
Java クラスおよび JAR ファイルは、 クラスパスにあります。このディレクトリに追加された新しいファイルまたは
ディレクトリは、すべて  クラスパスに動的に追加されます。

TIP

hotDeploy にカスタム拡張を指定しても、拡張を使用するには、 コンポーネント（VSE や  など）の再起動
が必要です。HotDeployClassLoader は拡張のクラス ファイルをロードしますが、「lisaextension」ファイ
ルは自動検出されません。そのため、拡張は依然として  に認識されません。「lisaextension」ファイルは
起動時にのみ検出されます。

• incontainer
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コンテナ内テスト手順が含まれます。
• jre
必要な JRE が含まれます。

• lib
必要な JAR ファイルが含まれます。

• ライセンス
DevTest Solutions の実行に必要なライセンス ファイルが含まれます。

• locks
プロセスの並列処理に使用されるロック ファイルが含まれます。

• プロジェクト
サンプル プロジェクトと、ユーザが作成したすべてのプロジェクトが含まれます。

• レポート
によって作成される XML ベースのテスト レポートが含まれています。

• snmp
SNMP 関連ファイルが含まれます。

• tmp
によって作成されるログ ファイルが含まれています。問題についてサポートに連絡する場合、このディレクトリから
1 つ以上のファイルを送信するように求められることがあります。tmp ディレクトリは、インストーラの 1.5 倍のサ
イズである必要があります。

• umetrics
メトリックの収集に関連するファイルが含まれます。

• webserver
Web サーバ ファイルが含まれます。

ディレクトリ

の LISA_HOME ディレクトリには、以下のディレクトリがあります。

NOTE
locks ディレクトリには、読み取り/書き込み権限が必要です。

• .install4j
インストーラが含まれます。

• addons
アドオンが含まれています。

• エージェント
Java エージェント用のファイルが含まれます。

• bin
レジストリ、コーディネータ、シミュレータ、VSE、、およびその他のコンポーネントの実行可能ファイルが含まれ
ています。このディレクトリには、以下のバッチ ファイルも含まれます。
– startdefservers.bat - デフォルト サーバを起動します。
– stopdefservers.bat - デフォルト サーバを停止します。

• cvsMonitors
展開された CVS モニタが含まれます。

• データベース
さまざまなデータベース用の DDL ファイルおよび Application Insight アップグレード スクリプトが含まれます。

• defaults
すべてのプロジェクトに共通する監査ドキュメントおよびステージング ドキュメントが含まれます。プロジェクトに
固有のステージング ドキュメントは Projects ディレクトリにあります。

• doc
使用許諾契約、 Java エージェント用の JavaDoc、ソフトウェア開発キット（SDK）用の JavaDoc が含まれます。

• examples
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デモ サーバを使用するサンプルが含まれるデフォルト プロジェクト。
• examples_src
サンプルのソース ファイルおよびキオスク関連のファイル。

• hotDeploy
がモニタするディレクトリ。このファイルには Java クラスおよび JAR ファイルが含まれます。このディレクトリの
Java クラスおよび JAR ファイルは、 クラスパスにあります。このディレクトリに追加された新しいファイルまたは
ディレクトリは、すべて  クラスパスに動的に追加されます。

• incontainer
コンテナ内テスト手順が含まれます。

• jre
必要な JRE が含まれます。

• lib
必要な JAR ファイルが含まれます。

• ライセンス
DevTest Solutions の実行に必要なライセンス ファイルが含まれます。

• locks
プロセスの並列処理に使用されるロック ファイルが含まれます。

• プロジェクト
サンプル プロジェクトと、ユーザが作成したすべてのプロジェクトが含まれます。

• レポート
によって作成される XML ベースのテスト レポートが含まれています。

• snmp
SNMP 関連ファイルが含まれます。

• tmp
によって作成されるログ ファイルが含まれています。問題についてサポートに連絡する場合、このディレクトリから
1 つ以上のファイルを送信するように求められることがあります。

• umetrics
メトリックの収集に関連するファイルが含まれます。

• webserver
Web サーバ ファイルが含まれます。

サービスとしてのサーバ コンポーネントの実行
サーバ コンポーネントを常に実行したままにしておく場合は、LISA_HOME\bin ディレクトリ内のサービス実行可能
ファイルを使用できます。

特定の名前なしでコマンド ラインから開始した場合、サーバ コンポーネントのデフォルトの名前が使用されま
す。lisa.properties ファイルは、以下のプロパティおよびデフォルト値でインストールされます。

• lisa.registryName=Registry
• lisa.coordName=Coordinator
• lisa.simulatorName=Simulator
• lisa.vseName=VSE

これらのプロパティのいずれかのデフォルト値を上書きする場合は、local.properties ファイルで新しいプロパティ値を
指定します。

以下に示された順番でコンポーネントを起動および停止することをお勧めします。

サービスとしてのサーバ コンポーネントを起動する方法

以下のコマンドを入力します。
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IdentityAccessManager start

EnterpriseDashboardService start

RegistryService start

PortalService start

BrokerService start

CoordinatorService start

SimulatorService start

VirtualServiceEnvironmentService start

 

サービスとしてのサーバ コンポーネントを停止する方法

以下のコマンドを入力します。

SimulatorService stop

CoordinatorService stop

VirtualServiceEnvironmentService stop 

BrokerService stop

PortalService stop

RegistryService stop

EnterpriseDashboardService stop

IdentityAccessManager stop

UNIX で自動的に開始するサービスを設定するには、システム管理者に問い合わせてください。

がレポート データベース（Derby）を起動した場合は、 がシャットダウンするとレポート データベースもシャットダウ
ンします。

コーディネータがデータベース（Derby）を起動した場合は、コーディネータがシャットダウンしてもデータベースは
シャットダウンしません。

Ant および JUnit による DevTest の実行
Ant ビルドの実行パス内で JUnit テストとして  テストを実行できます。
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この機能は、現実的な自動ビルドおよびテストの統合機会を提供します。Ant の柔軟性と JUnit の簡潔性を DevTest
Solutions の機能と共に使用することにより、以下の自動化ニーズを満たすことができます。

• 統合
• ロード
• ストレス
• 実稼働環境のモニタ

Ant は、Java ベースのオープン ソース自動ソフトウェア ビルド ツールです。Ant は、JUnit などの多くのサードパー
ティ ツールをサポートするように拡張されています。詳細については、http://ant.apache.org/ を参照してください。

では、Ant 1.9.x 以降と 1.8 JDK をサポートします。要件については、「システム要件」を参照してください。

JUnit は、Java ベースのオープン ソース ユニットテスト フレームワークです。JUnit は、DevTest Solutions などのサー
ドパーティ テスト ツールによって広くサポートされています。詳細については、http://www.junit.org を参照してくださ
い。

• DevTest Ant タスクでは、すべての  テストまたはスイートを実行できます。JUnit テストと同じように  テストを扱う
ことができます。

• JUnit レポートおよびログ ファイルは、テストを実行するために junitlisa Ant タスクが使用される場合にのみ生成さ
れます。

• JUnit ステップは、既存の JUnit テスト ケースのテスト ワークフローへの統合を可能にします。 を使用して、JUnit
テストをラップし、 を介してそれらのテストを実行できます。

• junitlisa タスクは、 ユーザ インターフェースを介さないテストの自動化を可能にします。結果の送信先となるユー
ザ インターフェースが存在しないため、junitlisa タスクは HTML レポートを生成します。

JUnit テストとしての DevTest テストの実行
JUnit ステップは、JUnit3 および JUnit4 のテスト ケース/テスト スイートをサポートします。ここでは、JUnit テストと
して  テストを実行し、ネイティブ JUnit テストとしてレポートを出力するために必要な手順について説明します。

以下の手順に従います。

1. PC で Ant と JUnit の両方を使用でき、PATH に ANT_HOME\bin が設定されていることを確認します。
2. JUnit インストールから ANT_HOME\lib に junit.jar をコピーします。
3. システム プロパティ LISA_HOME を定義し、その値を  インストール ディレクトリに設定します。
4. junitlisa タスクを使用して、JUnit テストとして  テストを実行します。
5. （オプション） junitlisareport タスクを使用して、JUnit の XML 出力から HTML ベースのレポートを作成します。

ログ出力は、user.home\lisatmp ディレクトリの junitlisa_log.log ファイルに書き込まれます。

使用されるログ レベルは、LISA_HOME\logging.properties で設定されるレベルと同じです。

 

ログ レベルを変更する方法

このファイルの 1 行目（以下の行）を編集します。

log4j.rootCategory=INFO,A1

以下のように変更してください。

log4j.rootCategory=DEBUG,A1
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JUnit の標準出力は、user.home\lisatmp\junit\index.html にあります。

DevTest Solutions Ant タスク
このセクションでは、 Ant タスクについて説明します。

junitlisa Ant タスク

junitlisa タスクは、Ant で使用可能な JUnit タスクに置き換わる「簡易」バージョンですが、JUnit テストの代わりに
DevTest テストを実行します。ほとんどの継続的なビルド システムは、XML 出力ファイルを認識して、ビルド ダッシュ
ボードをテスト結果と統合します。

このタスクは、JUnit タスクの直接のサブクラスです。そのため、junitlisa タスクは、JUnit タスクと同じ属性およびネス
トされたエレメントを持ちます。ただし、以下の動作の違いに注意してください。

• fork 属性を false に設定できません。
• ネストされた test エレメントを追加できません。代わりに、test 属性を使用します。
• ネストされた batchtest エレメントを追加できません。代わりに、suite 属性を使用します。
• LISA_HOME\bin\*.jar、LISA_HOME\lib\*.jar, *.zip、および LISA_HOME\lib\endorsed\*.jar から構成されるクラスパ
スが暗黙的に追加されます。

• LISA_HOME\lib\endorsed を指している java.endorsed.dirs システム プロパティが暗黙的に追加されます。
• フォーマッタが指定されない場合は、xml タイプのデフォルトのフォーマッタが追加されます。
• printsummary 属性は、デフォルトで true になります。
• maxmemory 属性は、デフォルトで 1024m になります。
• showoutput 属性は、デフォルトで true になります。

JUnit タスクから継承された属性に加えて、junitlisa タスクには以下の属性があります。

• suite
スイート ドキュメントのファイル名。
例： suite="AllTestsSuite.ste"

• テスト
テスト ケースのファイル名。
例： test="multi-tier-combo.tst"

• stagingDoc
ステージング ドキュメントのファイル名。
例： stagingDoc="Run1User1Cycle.stg"

• config
名前付きの内部設定セットまたはファイル名。
例： config="project.config"

• outfile
レポート データを書き込むために使用されるファイル名。値が junitlisareport の標準の命名規則に準拠しない場合
は、完全に設定された junitreport タスクを代わりに指定します。
例： outfile="report"

• レジストリ
テスト ケースをリモートでステージングするときに使用するレジストリへのポインタ。
例： registry="tcp://testbox:2010/Registry"

• preview
ユーザがテスト ケースを実行せずに、各テスト ケースの名前および説明を書き出せるようにします。
例： preview="true"

• user
ACL のユーザ名

 1520



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

例： user="admin"
• パスワード

ACL のパスワード
例： password="admin"

• mar
MAR ドキュメントのファイル名。
例： mar=”example.mar”

• mari
MAR 情報ドキュメントのファイル名。
例： mari=”example.mari”

junitlisa タスクには、lisatest という名前のネストされたエレメントが含まれます。このエレメントには、以下の属性が
あります。

• suite
スイート ドキュメントのファイル名。
例： suite="AllTestsSuite.ste"

• テスト
テスト ケースのファイル名。
例： test="multi-tier-combo.tst"

• stagingDoc
ステージング ドキュメントのファイル名。
例： stagingDoc="Run1User1Cycle.stg"

• mar
MAR ドキュメントのファイル名。
例： mar=”example.mar”

• mari
MAR 情報ドキュメントのファイル名。
例： mari=”example.mari”

属性値は中かっこを使用でき、通常の方法で解決されます。

少なくとも 1 つのテストまたはスイートを指定する必要があります。テストまたはスイートは、ネストされた lisatest
エレメント、あるいは test または suite 属性に指定できます。lisatest エレメントを追加することにより、複数のテスト
およびスイートを指定できます。テストおよびスイートは、XML に記述されている順に実行されます。

test 属性を持つ単一のテストを実行する場合、デフォルトの動作は以下のとおりです。

• 単一の仮想ユーザを使用したステージング
• 1 回実行
• 100 パーセントの反応時間

このデフォルトの動作を変更するには、スイート内でテストをラップし、別のステージング ドキュメントを指定しま
す。

junitlisareport Ant タスク

junitlisareport タスクまたは標準の junitreport タスクを使用して、HTML ベースのレポートを作成できます。

junitlisareport タスクは、適切なデフォルトが指定されていることを除き、標準の junitreport エレメントのサブクラス
です。このタスクは以下のコードと同等です。

 <junitreport todir="${testReportDir}">
  
    <fileset dir="<todir specified in the junitreport tag>">
     <include name="TEST-*.xml"/>
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   </fileset>
  
    <report format="frames" todir="<todir specified in the junitreport tag>">/>
  
 </junitreport> 
 

独自のファイル セットおよびレポートを指定できます。タスクが junitreport の直接のサブクラスであるた
め、junitreport が持つ属性およびネストされたエレメントがすべてサポートされます。

デフォルトでは現在の作業ディレクトリになりますが、通常は、継承された toDir 属性を指定することをお勧めします。

site.properties または local.properties の lisa.reports.dir プロパティを定義することによって、Ant タスクからレポート
が作成されるパスを指定できます。このプロパティが定義されていない場合は、 インストール ディレクトリの reports
フォルダ（LISA_HOME\reports）にレポートが作成されます。

Ant および JUnit の使用例
このセクションでは、 での Ant および JUnit の使用例を示します。

例： 完全な Ant ビルド ファイル

LISA_HOME\examples ディレクトリ内の build.xml ファイルは完全な Ant ビルド ファイルです。

このビルド ファイルには 2 つのターゲットが含まれます。

• lisaTests ターゲットは、JUnit テストとしてスイートを実行します。スイートは、ネストされた lisatest エレメント
で指定されます。

• oneTest ターゲットはテスト ケースを JUnit テストとして実行します。テスト ケースは、test 属性で指定されます。

ビルド ファイルは、アクセス制御（ACL）が有効になっていると仮定します。そのため、user 属性およびpassword 属
性が含まれています。

例： テスト ケースの junitlisa タスク

以下の junitlisa タスクは、リモート レジストリで単一のテスト ケースを実行するように設定されています。

<junitlisa test="MyTest.tst"

    config="dev"

    registry="tcp://testbox:2010/Registry"

    toDir="${testReportDir}"

    haltOnError="no"

    errorProperty="test.failure">

    <jvmarg value="-DmySystemProp=someValue"/>

  </junitlisa>
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JUnit の使用例
このページには、 での JUnit テストの使用例が含まれています。

JUnit 3 テスト ケース

JUnit 3 テスト ケースについては、テスト ケースの作成に関する JUnit の規則に従ってください。たとえば以下を実行し
ます。

• テスト クラスは、junit.framework.TestCase の拡張。
• メソッド名は test で始まる。

以下に例を示します。

import junit.framework.TestCase;

 

public class JUnit3TestCase extends TestCase {

 

   public void testOneIsOne() {

      assertEquals (1, 1);

   }

 

   public void testTwoIsThree() {

      assertEquals (2, 3);

   }

 

}

JUnit 3 テスト スイート

JUnit 3 テスト スイートの場合、スイートは junit.framework.TestSuite を拡張する必要はありません。ただし、テスト
ケースが JUnit4TestAdapter でラップされた suite() メソッドを実装する必要があります。

以下に例を示します。

import junit.framework.Junit4TestAdapter;

import junit.framework.TestSuite;
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public class JUnit3VanillaTestSuite {

 

   public static TestSuite suite() {

      TestSuite suite = new TestSuite(); 

      suite.addTest ( new JUnit4TestAdapter ( MyJUnit3TestCase.class) ) ;

      return suite;

   }

 

}

JUnit4 テスト ケース

JUnit 4 テスト ケースの場合、テスト メソッドには、JUnit 4 で必要なアノテーション @org.junit.Test が必要です。

以下に例を示します。

import static org.junit.Assert.assertEquals;

 

import org.junit.Test;

 

public class JUnit4TestCase {

 

    @Test

    public void oneIsOne() { assertEquals (1, 1); }

 

    @Test

    public void twoIsThree() { assertEquals (2, 3); }
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}

JUnit 4 テスト スイート

JUnit 4 テスト スイートを実装するには、クラスにテスト スイートのフラグを立てるために @RunWith および
@Suite.SuiteClasses アノテーションを追加します。

以下に例を示します。

import org.junit.runner.RunWith;

import org.junit.runners.Suite;

 

@RunWith(Suite.class)

 

@Suite.SuiteClasses ( { JUnit4TestCase.class } )

 

public class JUnit4VanillaTestSuite { // empty }

NOTE
JUnit テストをロードすることによって JUnit ステップに関する IllegalArgumentException が返される場合
は、クラス名の末尾に .class が追加されていることを確認します。クラス名のスペルを手動で確認するか、ま
たはクラスパス ブラウザを使用して class を見つけることができます。

CruiseControl との統合
継続的な統合を提供するために CruiseControl を使用している場合、そのコントロール パネル内にテストの失敗を含める
ように設定できます。

「Ant および JUnit の使用例」で説明されている JUnit Ant タスクでは、${testReportDir} は ${LISA_HOME}\bin\lisa-
core.jar として定義されます。

以下のサンプルは、標準的な CruiseControl config.xml を示しています。

<project name="myproj " buildafterfailed="false">

  <log>

    <merge dir="/home/cruise/build"/>

    <merge dir="/path/to/lisajunit/output"/>

  </log>
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.

.

.

</project>

その他のサンプル ビルド ファイル
「Ant および JUnit の使用例」で説明されている build.xml ファイルに加えて、LISA_HOME/examples ディレクトリに
は  プロジェクトの自動化に関する以下のサンプル ファイルが含まれています。

• automated-build.xml： プロジェクト階層の最上位に配置するマスタ ビルド ファイル
• lisa-project-build.xml： 各プロジェクトに配置するビルド ファイル。ファイル名を build.xml に変更する必要があり
ます。

• common.xml： ルートおよびプロジェクトの間の各サブディレクトリに配置するファイル
• common-macros.xml： このファイルには、 コンポーネントを使用してさまざまなタスクを実行するためのマクロ
が含まれています。たとえば、レジストリを起動するか、スイートを実行するか、または仮想サービスを展開できま
す。このファイルは、スタンドアロンのビルド ファイルではなく、既存の Ant ベース フレームワークに組み込まれ
ます。

詳細については、各ファイル内のコメントを参照してください。

メモリ設定
vmoptions ファイルは、より多くのパラメータを Java プロセスへ渡して JVM で使用されるデフォルト設定を変更する
ために使用されます。これらのファイルは、サーバで使用される各  プロセスのメモリ割り当て設定をカスタマイズする
ために使用されます。LISA_HOME\bin フォルダには、各実行可能ファイルと同じ名前の .vmoptions ファイルが含まれ
ています。

NOTE
JVM パラメータの全リストは、Oracle Web サイトの「Configuring the Default JVM and Java Arguments」で
詳しく説明されています。

Windows オペレーティング システムの場合、 のデフォルトのメモリ制限は 512 MB （-Xmx512m）です。

Windows システムでは、必要に応じてより多くのメモリを利用できるように、 を Windows 64 ビット上で使用すること
をお勧めします。

Application Insight では、レジストリ サービスで何百万のビジネス トランザクションを処理するために、さらに多くの
ヒープ メモリが必要になる場合があります。レジストリに対して推奨される最大ヒープ メモリ設定は、5 百万件のトラ
ンザクションごとに 1 GB です。

Windows および UNIX 上での Java ヒープ サイズの変更

以下の手順に従います。

1. 拡張子が .vmoptions のターゲット ファイルを開きます。以下に例を示します。

# Enter one VM parameter per line

# For example, to adjust the maximum memory usage to 512 MB, uncomment the following line:
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# -Xmx512m

# To include another file, uncomment the following line:

# -include-options [path to other .vmoption file]

2. 割り当てられる最大メモリ容量（Xmx）を変更するには、以下の行のコメントを解除します。

# -Xmx512m

3. 割り当てられる最小メモリ容量（Xms）を変更するには、別の行に VM 引数を追加します。

-Xms128M 

これらの操作により、ファイルはメモリの割り当て範囲を以下の例に示すように指定します。

-Xms128M 

-Xmx512M

4. このテキスト ファイルを LISA_HOME\bin フォルダに保存します。

OS X 上での Java ヒープ サイズの変更

LISAWorkstation.app を参照し、Info.plist ファイルを編集します。

パスは LisaHome/bin/LISAWorkstation.app/Contents/Info.plist です。Info.plist ファイルを変更できます。ただし、変
更は  にのみ適用されます。

個々のプロセス用のメモリの調整

以下のプログラム用のメモリを調整できます。
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• ATK
• ブローカ
• BrokerService
• CoordinatorServer
• CoordinatorService
• CVSManager
• EnterpriseDashboard
• EnterpriseDashboardCIC
• EnterpriseDashboardCICService
• EnterpriseDashboardService
• MakeMar
• PFAdapter
• PFCmdLineTool
• ポータル
• PortalService
• レジストリ
• RegistryService
• ServiceImageManager
• サービス マネージャ
• シミュレータ
• SimulatorService
• テスト ランナー
• VirtualServiceEnvironment
• VirtualServiceEnvironmentService
• VSE マネージャ
• ワークステーション

これらのプログラムの一部は  のインストールで使用できますが、 では使用できません。

プロセスごとにメモリを調整するには、個々のスクリプト ファイルを編集できます。たとえば、レジストリ用に
128M、シミュレータ用に1024M を割り当てることができます。

これらのファイルをコピーして、コピーを編集することもできます。たとえば、MyRegistry に Registry をコピー
し、MyRegistry に若干の変更を加えることができます。

Third-Party ファイル要件
さまざまなサードパーティ アプリケーションと組み合わせて  Solutions を使用するには、 で使用可能なサードパーティ
アプリケーションから JAR ファイルを作成する必要があります。

TIP

ユーザ固有の JAR および ZIP ファイルをクラスパスに追加する方法の詳細については、「ワークステーション
クラスパスへのユーザ固有の JAR および ZIP ファイルの追加」を参照してください。

以下のセクションでは、特に指定のない限り、これらの方法のどれを使用してもかまいません。

• LISA_HOME\hotDeploy ディレクトリにファイルを配置する
• LISA_HOME\lib ディレクトリにファイルを配置する
• LISA_POST_CLASSPATH 変数を定義する

以下の例は、Windows コンピュータ上の LISA_POST_CLASSPATH 変数を示します。この例のファイル
は、WebSphere MQ ファイルです。
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LISA_POST_CLASSPATH="C:\Program Files\IBM\MQSeries\Java\lib\com.ibm.mq.allclient.jar;C:
\Program Files\IBM\MQSeries\Java\lib\com.ibm.mq.commonservices.jar;C:\Program Files\IBM
\MQSeries\Java\lib\javax.jms-api-2.0.jar"

CA は、このページで示されているサードパーティ ファイルを提供####。

JAR ファイルは、Java 8 をサポートする必要があります。

hotDeploy ディレクトリは、LISA_HOME 以外の場所にある可能性があります。個別のデータ ディレクトリにあるファ
イルの詳細については、「インストール オプション」を参照してください。

ActiveMQ ファイル要件

さまざまなサードパーティ アプリケーションと組み合わせて DevTest Solutions を使用するには、サードパーティの JAR
ファイルが  で利用可能であることを確認してください。

1. 以下のファイルが LISA_HOME\hotDeploy ディレクトリに存在することを確認します。
activemq-client-X.X.X.jar

2. activemq-client JAR ファイルの機能は hawtbuf JAR ファイルに依存しています。適切なバージョンの hawtbuf JAR
ファイルは、 で ActiveMQ ブローカを使用するためにも必要です。ActiveMQ クライアントの jar バージョンに対応す
る hawtbuf JAR ファイルのバージョンは ActiveMQ::Client で確認できます。hawtbuf JAR ファイルの適切なバージョ
ンは、activemq-client の該当バージョンの「Compile Dependencies」に記載されています。LISA_HOME\hotDeploy
ディレクトリに hawtbuf JAR ファイルを配置してください。 

Apache Kafka

DevTest Solutions は Apache Kafka 0.8.2 以降を必要とします。Kafka 1.1.0 では KAFKA_HOME//libs ディレクトリに以
下の jar が必要です。

• kafka-clients-1.1.0.jar
• lz4-java-1.4.jar
• slf4j-log4j12-1.7.25.jar
• snappy-java-1.1.7.1.jar

必要になる可能性がある JAR ファイルの詳細については、Apache Kafka のドキュメントを参照してください。

NOTE

LISA_HOME\hotDeploy オプションは、Apache Kafka でサポートされていません。これらのファイルは
LISA_HOME\lib ディレクトリに配置する必要があります。

JCAPS ファイル要件

JCAPS メッセージング（ネイティブ）ステップを使用する場合、必要になる可能性がある JAR ファイルについて
は、JCAPS のドキュメントを参照してください。

JCAPS メッセージング（JNDI）ステップを使用する場合は、com.stc.jms.stcjms.jar ファイルが必要です。必要になる
可能性があるその他の JAR ファイルについては、JCAPS のドキュメントを参照してください。

JAR ファイルは、JCAPS インストールの lib ディレクトリにあります。

JMS メッセージング ファイル要件

JMS メッセージング（JNDI）ステップを使用する場合、必要になる可能性がある JAR ファイルについては、JMS プロ
バイダのドキュメントを参照してください。
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Oracle OC4J ファイル要件

以下の JAR ファイルが必要です。

• dms.jar
• oc4j.jar
• oc4jclient.jar

必要になる可能性がある JAR ファイルの詳細については、OC4J のドキュメントを参照してください。JAR ファイル
は、OC4J インストールの lib ディレクトリにあります。

RabbitMQ 要件

JAR ファイルを LISA_HOME\lib ディレクトリにコピーするか、または LISA_POST_CLASSPATH 変数を定義します。
このファイルを LISA_HOME\hotDeploy ディレクトリにコピーしないでください。

以下の JAR ファイルが必要です。

• amqp-client-x.x.x.jar

SAP ファイル要件

以下の JAR ファイルが必要です。

• sapjidoc3.0.8/sapidoc3.jar - SAP IDoc ステップおよび仮想化に必要
• sapjco3.0.9/sapjco3.jar
• sapjco3.0.9/platform/ プラットフォームのネイティブ ライブラリ ファイル（platform は使用するコンピュータ システ
ム（osx_64、windows_x86 など））- SAP RFC ステップ、SAP IDoc ステップおよび仮想化で必要

<SAP> IDoc 仮想化の要件

1. クライアントおよびサーバの両方の SAP システムに、タイプ T の RFC 接続先を作成します。 では、この RFC 接続
先を使用して、両方のシステムから IDoc を受信します。

2. クライアントおよびサーバ SAP システム上の送信パートナー プロファイルを更新します。手順 1 で作成した RFC
接続先に関連付けられているポート番号に送信するように、それぞれの IDoc タイプ用のパートナー プロファイル内
の送信パラメータを更新します。これによって、 がクライアントおよびサーバ SAP システムから IDoc を受信できる
ようになります。

3. Data ディレクトリのプロジェクト内に、接続プロパティ ファイルを作成してインポートします。
a. 手順 1 で作成したクライアント RFC 接続先に対して、RFC 接続（.jcoServer 内のプロパティを使用）を作成しま
す。

b. クライアント SAP システムに対して、システム接続プロパティ ファイル（.jcoDestination 内のプロパティを使
用）を作成します。

c. 手順 1 で作成したサーバ RFC 接続先に対して、RFC 接続（.jcoServer 内のプロパティを使用）を作成します。
d. サーバ SAP システムに対して、システム接続プロパティ ファイル（.jcoDestination 内のプロパティを使用）を作
成します。

レコーディングを開始する前に、Data ディレクトリのプロジェクト内に、接続プロパティ ファイルを作成してインポー
トする必要があります。これらのファイルは、JCo サーバを起動してクライアントおよびサーバ SAP システムに対して
IDoc の受信および IDoc の転送を行うために必要です。RFC 接続（.jcoServer 内のプロパティを使用）およびシステム
接続（.jcoDestination 内のプロパティを使用）プロパティ ファイルが必要です。これらのファイルは、JCo サーバを起
動してクライアントおよびサーバ SAP システムに対して IDoc の受信および IDoc の転送を行うために必要です。これら
のプロパティ ファイルの作成については、SAP 管理者に問い合わせてください。
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<SAP> RFC 仮想化の要件

1. クライアント SAP システムに、タイプ T の RFC 接続先を作成します。 では、この RFC 接続先を使用して、クライ
アント システムが行うリモート ファンクション コールをインターセプトします。

2. リモート ファンクション コールが新しい接続先を使用するように、ABAP コードを更新します。
3. Data ディレクトリのプロジェクト内に、接続プロパティ ファイルを作成してインポートします。これらのプロパ
ティ ファイルの作成については、SAP 管理者に問い合わせてください。
a. 手順 1 で作成したクライアント RFC 接続先に対して、RFC 接続（.jcoServer 内のプロパティを使用）を作成しま
す。このファイルでは、jco.server.repository_destination を指定しないでください。

b. RFC リポジトリとして機能するシステムに対して、リポジトリ接続プロパティ ファイル（.jcoDestination 内のプ
ロパティを使用）を作成します。これは通常、RFC が実行されたシステムと同じです。

c. RFC が実行されるシステムに対して、システム接続プロパティ ファイル（.jcoDestination 内のプロパティを使
用）を作成します。これがリポジトリ接続と同じである場合、1 つのプロパティ ファイルのみ必要です。

SonicMQ ファイル要件

以下の JAR ファイルが必要です。

• mfcontext.jar
• sonic_Client.jar
• sonic_XA.jar

JAR ファイルは、SonicMQ インストールの lib ディレクトリにあります。

TIBCO ファイル要件

TIBCO の要件は、アプリケーションによって異なります。

JAR ファイルを LISA_HOME\lib ディレクトリにコピーするか、または LISA_POST_CLASSPATH 変数を定義します。
このファイルを LISA_HOME\hotDeploy ディレクトリにコピーしないでください。

TIBCO Rendezvous メッセージング

以下の JAR ファイルが必要です。

• tibrvj.jar
• tibrvjms.jar
• tibrvjsd.jar
• tibrvjweb.jar
• tibrvnative.jar
• tibrvnativesd.jar

TIBCO Rendezvous.dll ファイルも必要です。TIBCO Rendezvous の bin ディレクトリから LISA_HOME\bin ディレクト
リにすべての .dll ファイルをコピーします。PATH 環境変数で LISA_HOME\bin の場所を参照します。

また、PATH 環境変数に TIBCO Rendezvous の bin ディレクトリを追加します。

TIBCO EMS メッセージングまたは TIBCO ダイレクト JMS

以下の JAR ファイルが必要です。

• tibcrypt.jar
• tibjms.jar
• tibjmsadmin.jar
• tibjmsapps.jar
• tibrvjms.jar
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TIBCO Hawk メトリック

以下の JAR ファイルが必要です。

• console.jar
• talon.jar
• util.jar

どのトランスポートを TIBCO Hawk が使用しているかによって、TIBCO Rendezvous JAR ファイルまたは TIBCO EMS
JAR ファイル（あるいはその両方）を LISA_HOME\lib ディレクトリにコピーする必要もあります。

WebLogic ファイル要件

weblogic.jar ファイルが必要です。セキュリティまたは JMX を使用している場合は、その他の JAR ファイルが必要に
なる可能性があります。

必要になる可能性がある JAR ファイルの詳細については、WebLogic のドキュメントを参照してください。JAR ファイ
ルは、WebLogic インストールの lib ディレクトリにあります。

webMethods ファイル要件

以下の JAR ファイルが必要です。

• （webMethods Integration Server 8.2） webMethods インストール ディレクトリから DevTest installation_directory
\lib\shared ディレクトリに wm-isclient.jar をコピーします。

• （webMethods Integration Server 7.1 以降） installation_directory\lib\shared\wm-isclient.jar
• （webMethods Integration Server 7.0 以前） installation_directory\lib\client.jar
• wm-enttoolkit.jar
• wmbrokerclient.jar
• wmjmsadmin.jar
• wmjmsclient.jar
• wmjmsnaming.jar

JAR ファイルは、webMethods インストールの lib ディレクトリにあります。

WebSphere MQ ファイル要件

JAR ファイルを LISA_HOME\lib ディレクトリにコピーするか、または LISA_POST_CLASSPATH 変数を定義します。
このファイルを LISA_HOME\hotDeploy ディレクトリにコピーしないでください。

NOTE
オペレーティング システムが日本語バージョンである場合は、WebSphere MQ 7 用にリストされているファイ
ルを使用します。

JAR ファイルは、MQ_HOME\java\lib ディレクトリにあります。

WebSphere MQ 5.2

WebSphere MQ 5.2 の場合は、以下の JAR ファイルが必要です。

• com.ibm.mqjms.jar
• com.ibm.mqbind.jar
• com.ibm.mq.pcf.jar
• com.ibm.mq.jar
• connector.jar
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WebSphere MQ 6

WebSphere MQ 6 の場合は、以下の JAR ファイルが必要です。

• com.ibm.mq.jar
• com.ibm.mq.pcf.jar
• com.ibm.mqjms.jar
• connector.jar
• dhbcore.jar

WebSphere MQ 7

WebSphere MQ 7 の場合は、以下の JAR ファイルが必要です。

• com.ibm.mq.commonservices.jar
• com.ibm.mq.headers.jar
• com.ibm.mq.jar
• com.ibm.mq.jmqi.jar
• com.ibm.mq.pcf.jar
• com.ibm.mqjms.jar
• connector.jar
• dhbcore.jar

WebSphere MQ 8 および 9

WebSphere MQ 8 および 9 の場合は、以下の JAR ファイルが必要です。

• com.ibm.mq.allclient.jar
• com.ibm.mq.commonservices.jar

または、以下の JAR ファイルを使用できます。

• com.ibm.mq.commonservices.jar
• com.ibm.mq.headers.jar
• com.ibm.mq.jar
• com.ibm.mq.jmqi.jar
• com.ibm.mq.pcf.jar
• com.ibm.mqjms.jar

さらに、WebSphere MQ を JMS モードで使用している場合、javax.jms-api-2.0.jar ファイルが必要です。

追加スクリプト言語の有効化
ユーザが実行スクリプト テスト ステップ、スクリプタブル アサーション、一致スクリプト エディタ、およびスクリプ
タブル データ プロトコルでより多くの JSR-223 言語を使用できるようにするために、追加の言語を有効にできます。

追加のスクリプト言語を有効にするには、リモート コーディネータ、サーバ、または Service Virtualization の
hotdeploy ディレクトリにその言語の jar ファイルを配置します。追加言語は、次のスタートアップで  の［言語］ド
ロップダウン リストに表示されます。

データベース管理
組織でエンタープライズ データベース ソリューションへの移行の準備を行う際に、機能するシステムを持てるように、
標準装備のデータベースとして Apache Derby が提供されます。Derby はエンタープライズ データベース ソリューショ
ンとしてはサポートされて####。Derby データベースは、LISA_HOME\database\lisa.db ディレクトリにあります。
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手動でのデータ移行に伴う問題を防止するために、インストール後のタスクとしてエンタープライズ データベースを設
定することを推奨します。

以下のコンポーネントがデータベースと対話します。

• レポート
• アクセス制御（ACL）
• Java エージェント ブローカ
• 仮想サービス環境（VSE）
• エンタープライズ ダッシュボード

DevTest Solutions で使用するエンタープライズ データベースをバックアップするための、サイト固有の手順を使用しま
す。

データベース システム要件の詳細については、「システム要件」を参照してください。

外部レジストリ データベースの設定
LISA_HOME ディレクトリの site.properties ファイルを編集することにより、外部データベースを使用するようにレジ
ストリを設定できます。

NOTE
データベース システム要件の詳細については、「システム要件」を参照してください。

_site.properties ファイルには、サポートされているデータベースの各プロパティが含まれます。

• IBM DB2
• Derby
• MySQL
• Oracle
• Microsoft SQL Server
• PostgreSQL

を実行している場合には、 インストールをそれぞれ再設定する必要はありません。site.properties の設定は、各ワーク
ステーション、VSE、コーディネータ、シミュレータ サーバ、およびレジストリに接続するその他の  コンポーネントに
伝達されます。

LISA_HOME\database\dropSchema ディレクトリには、レジストリ データベース用の以下のファイルが含まれていま
す。

• db2_drop.ddl
• derby_drop.ddl
• mysql_drop.ddl
• oracle_drop.ddl
• sqlserver_drop.ddl
• postgresql_drop.ddl

これらのファイルは、スキーマを戻す必要がある場合に役立ちます。

DB2 を使用するための DevTest の設定
このページでは、IBM DB2 データベースを使用するために  を設定する方法について説明します。

site.properties ファイル内の以下のプロパティがデータベース設定に関連しています。

lisadb.acl.poolName=common
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lisadb.broker.poolName=common

lisadb.reporting.poolName=common

  

lisadb.pool.common.driverClass=com.ibm.db2.jcc.DB2Driver

lisadb.pool.common.url=jdbc:db2://[HOSTNAME]:[PORT]/
[DATABASENAME]:progressiveStreaming=2;

lisadb.pool.common.user=[USER]

lisadb.pool.common.password=[PASSWORD]

 

lisadb.pool.common.minPoolSize=0

lisadb.pool.common.initialPoolSize=0

lisadb.pool.common.maxPoolSize=10   

lisadb.pool.common.acquireIncrement=1   

lisadb.pool.common.maxIdleTime=45

lisadb.pool.common.idleConnectionTestPeriod=5

データベースへの接続数を最小限に抑えるために、接続プールが使用されます。プール機能の基盤となる実装は c3p0 で
す。設定の詳細については、http://www.mchange.com/projects/c3p0/index.html#configuration_properties を参照してくだ
さい。デフォルトでは、すべてのコンポーネントが共通の接続プールを使用します。ただし、コンポーネントごとに個別
のプールを定義したり、組み合わせたりできます。

レポート データベースの場合は、最適なパフォーマンスを得るために少なくとも 10 GB を確保しておくことをお勧め
します。VSE 用のデータベースは、6.0 より前のリリースで作成されたレガシー イメージを操作する場合にのみ必要で
す。

password で終わるすべてのプロパティの値は、起動時に自動的に暗号化されます。

NOTE
、コーディネータ、シミュレータ サーバ、VSE、またはその他のリモート  コンポーネントのリモート インス
トールは、追加の設定を必要としません。これらはすべて、データベース アクセスを接続および設定するとき
に、レジストリから site.properties を受信します。

以下の手順に従います。

1. DB2 データベースのコード ページが 1208 であることを確認します。
2. DB2 データベースのページ サイズが少なくとも 8 KB であることを確認します。
3. LISA_HOME ディレクトリにある _site.properties ファイルを見つけます。
4. ファイル名を site.properties に変更します。
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5. site.properties ファイルを開きます。
6. データベース設定プロパティを設定します。
通常は、以下のプロパティを更新します。
– lisadb.pool.common.url
– lisadb.pool.common.user
– lisadb.pool.common.password

7. レジストリが初めて起動されると、スキーマはデータベースに自動的に作成されます。ただし、 ユーザが DBA 権
限を持つことを望まない場合は、前もってスキーマを手動で作成できます。LISA_HOME\database ディレクトリ
の db2.ddl ファイルには、レポート テーブルおよびインデックスを作成するためのベースとして利用できる SQL ス
テートメントが含まれています。

8. lisadb.internal.enabled プロパティをコメント アウトするか、false に設定されていることを確認します。
9. site.properties ファイルを保存します。
10.レジストリを起動します。

MySQL を使用するための DevTest の設定
このページでは、MySQL データベースを使用するために  を設定する方法について説明します。

site.properties ファイル内の以下のプロパティがデータベース設定に関連しています。

lisadb.acl.poolName=common

lisadb.broker.poolName=common

lisadb.reporting.poolName=common

 

lisadb.pool.common.driverClass=com.mysql.jdbc.Driver

lisadb.pool.common.url=jdbc:mysql://DBHOST:DBPORT/DBNAME

lisadb.pool.common.user=database_username

lisadb.pool.common.password=database_password

 

lisadb.pool.common.minPoolSize=0

lisadb.pool.common.initialPoolSize=0

lisadb.pool.common.maxPoolSize=10

lisadb.pool.common.acquireIncrement=1

lisadb.pool.common.maxIdleTime=45

lisadb.pool.common.idleConnectionTestPeriod=5
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データベースへの接続数を最小限に抑えるために、接続プールが使用されます。プール機能の基盤となる実装は c3p0 で
す。設定の詳細については、http://www.mchange.com/projects/c3p0/index.html#configuration_properties を参照してくだ
さい。デフォルトでは、すべてのコンポーネントが共通の接続プールを使用します。ただし、コンポーネントごとに個別
のプールを定義したり、組み合わせたりできます。

MySQL データベースは、UTF-8 をサポートする照合および文字セットを提供する必要があります。2 バイト文字
は、ACL およびレポート テーブルに格納されます。データベース用のデフォルト コード ページは UTF-8 である必要が
あります。ご使用のデータベースを UTF-8 として定義するだけでは不十分です。MySQL データベースが UTF-8 でない
場合は、ランタイム エラーが発生します。

レポート データベースの場合は、最適なパフォーマンスを得るために少なくとも 10 GB を確保しておくことをお勧め
します。VSE 用のデータベースは、6.0 より前のリリースで作成されたレガシー イメージを操作する場合にのみ必要で
す。

password で終わるすべてのプロパティの値は、起動時に自動的に暗号化されます。

NOTE
ワークステーション、コーディネータ、シミュレータ サーバ、VSE、またはその他のリモート  コンポーネン
トのリモート インストールでは、これ以上の設定を必要としません。これらはすべて、データベース アクセス
を接続および設定するときに、レジストリから site.properties を受信します。

以下の手順に従います。

1. LISA_HOME ディレクトリにある _site.properties ファイルを見つけます。
2. ファイル名を site.properties に変更します。
3. site.properties ファイルを開きます。
4. データベース設定プロパティを設定します。
通常は、以下のプロパティを更新します。
– lisadb.pool.common.url
– lisadb.pool.common.user
– lisadb.pool.common.password

5. レジストリが初めて起動されると、スキーマはデータベースに自動的に作成されます。ただし、 ユーザが DBA 権
限を持つことを望まない場合は、前もってスキーマを手動で作成できます。LISA_HOME\database ディレクトリの
mysql.ddl ファイルには、レポート テーブルおよびインデックスを作成するためのベースとして利用できる SQL ス
テートメントが含まれています。

6. lisadb.internal.enabled プロパティをコメント アウトするか、false に設定されていることを確認します。
7. site.properties ファイルを保存します。
8. MySQL JDBC ドライバを LISA_HOME\lib\shared ディレクトリに追加します。MySQL JDBC ドライバの最小バー
ジョンは 5.1.25 です。

9. レジストリを起動します。

Oracle を使用するための DevTest の設定
このページでは、Oracle データベースを使用するために  を設定する方法について説明します。

site.properties ファイル内の以下のプロパティがデータベース設定に関連しています。

lisadb.acl.poolName=common

lisadb.broker.poolName=common

lisadb.reporting.poolName=common
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lisadb.pool.common.driverClass=oracle.jdbc.driver.OracleDriver

## Select one of the two connection URLs depending on usage of SID or SERVICE

lisadb.pool.common.url=jdbc:oracle:thin:@[HOST]:1521:[SID]

lisadb.pool.common.url=jdbc:oracle:thin:@//[HOST][:PORT]/SERVICE

lisadb.pool.common.user=[USER]

lisadb.pool.common.password=[PASSWORD]

 

lisadb.pool.common.minPoolSize=0

lisadb.pool.common.initialPoolSize=0

lisadb.pool.common.maxPoolSize=10   

lisadb.pool.common.acquireIncrement=1   

lisadb.pool.common.maxIdleTime=45

lisadb.pool.common.idleConnectionTestPeriod=5

データベースへの接続数を最小限に抑えるために、接続プールが使用されます。プール機能の基盤となる実装は c3p0 で
す。設定の詳細については、http://www.mchange.com/projects/c3p0/index.html#configuration_properties を参照してくだ
さい。デフォルトでは、すべてのコンポーネントが共通の接続プールを使用します。ただし、コンポーネントごとに個別
のプールを定義したり、組み合わせたりできます。

レポート データベースの場合は、最適なパフォーマンスを得るために少なくとも 10 GB を確保しておくことをお勧め
します。VSE 用のデータベースは、6.0 より前のリリースで作成されたレガシー イメージを操作する場合にのみ必要で
す。

password で終わるすべてのプロパティの値は、起動時に自動的に暗号化されます。

NOTE
ワークステーション、コーディネータ、シミュレータ サーバ、VSE、またはその他のリモート  コンポーネン
トのリモート インストールでは、これ以上の設定を必要としません。これらはすべて、データベース アクセス
を接続および設定するときに、レジストリから site.properties を受信します。

以下の手順に従います。

1. Oracle データベースの文字セットが Unicode をサポートしていることを確認します。さらに、データベースの最初
の作成では、Oracle ユーザは、CREATE VIEW システム権限が必要です。この権限がない場合は、インストール中に
次のエラーが生成される可能性があります： Schema creation failed: ORA-01031: insufficient privileges.

2. LISA_HOME ディレクトリにある _site.properties ファイルを見つけます。
3. ファイル名を site.properties に変更します。
4. site.properties ファイルを開きます。
5. データベース設定プロパティを設定します。
通常は、以下のプロパティを更新します。

 1538

http://www.mchange.com/projects/c3p0/index.html#configuration_properties


 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

– lisadb.pool.common.url
– lisadb.pool.common.user
– lisadb.pool.common.password
lisadb.pool.common.url プロパティに対しては、サービス名を使用できます。

6. レジストリが初めて起動されると、スキーマはデータベースに自動的に作成されます。ただし、 ユーザが DBA 権
限を持つことを望まない場合は、前もってスキーマを手動で作成できます。LISA_HOME\database ディレクトリの
oracle.ddl ファイルには、レポート テーブルおよびインデックスを作成するためのベースとして利用できる SQL ス
テートメントが含まれています。すべての  ユーザは、同じスキーマおよび権限を共有します。

7. lisadb.internal.enabled プロパティをコメント アウトするか、false に設定されていることを確認します。
8. site.properties ファイルを保存します。
9. LISA_HOME\lib\shared に JDBC ドライバが含まれていることを確認します。ほとんどの場合、ojdbc7.jar が Java

1.7 用の正しいドライバです。Java 1.6 を使用している場合は、ojdbc6.jar を使用します。Java 1.5 を使用している
場合は、ojdbc5.jar を使用します。

10.レジストリを起動します。

SQL Server を使用するための DevTest の設定
このページでは、Microsoft SQL Server データベースを使用するために  を設定する方法について説明します。

site.properties ファイル内の以下のプロパティがデータベース設定に関連しています。

 lisadb.acl.poolName=common
 lisadb.broker.poolName=common
 lisadb.reporting.poolName=common
   
 lisadb.pool.common.driverClass=com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
 lisadb.pool.common.url=jdbc:sqlserver://SERVER:PORT;databaseName=DATABASENAME
 lisadb.pool.common.user=database_username
 lisadb.pool.common.password=database_password
    
 lisadb.pool.common.minPoolSize=0
 lisadb.pool.common.initialPoolSize=0
 lisadb.pool.common.maxPoolSize=10   
 lisadb.pool.common.acquireIncrement=1   
 lisadb.pool.common.maxIdleTime=45
 lisadb.pool.common.idleConnectionTestPeriod=5
 

NOTE

Linux 環境で  を実行し、統合/Windows セキュリティが適用されている Windows で MS SQL Server を使用し
ている場合は、以下のプロパティ設定を適用してください。

 lisadb.internal.enabled=false
 lisadb.pool.common.driverClass=net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver
 lisadb.pool.common.url=jdbc:jtds:sqlserver://
<DB_IP_ADDR>:<DB_IP_PORT>;instance=MSSQLSERVER;databaseName=devtest;domain=<USER_DOMAIN>;user=<USER_ID>;password=<USER_PASSWORD>;
 lisadb.pool.common.user=<USER_DOMAIN>\<USER_PASSWORD>
 lisadb.pool.common.password_enc=l335e298cc850c4146cf71b3b47afaf025cd9bbda7a40c4ddc13d64c0b6b5ad7521cd630fa379617be582a0
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NOTE
DevTest レジストリを Azure SQL Server データベースを使用するように設定する場合、以下のプロパティを指
定する必要があります。

lisadb.pool.common.url=jdbc:sqlserver://

azuresqlserver.database.windows.net:1433;databaseName=LISA;Authentication=ActiveDirectoryMsi;

site.properties ファイル内のその他のすべてのプロパティは、MS SQL と同じ値のままにします。

データベースへの接続数を最小限に抑えるために、接続プールが使用されます。プール機能の基盤となる実装は c3p0 で
す。設定の詳細については、http://www.mchange.com/projects/c3p0/index.html#configuration_properties を参照してくだ
さい。デフォルトでは、すべてのコンポーネントが共通の接続プールを使用します。ただし、コンポーネントごとに個別
のプールを定義したり、組み合わせたりできます。

レポート データベースの場合は、最適なパフォーマンスを得るために少なくとも 10 GB を確保しておくことをお勧め
します。VSE 用のデータベースは、6.0 より前のリリースで作成されたレガシー イメージを操作する場合にのみ必要で
す。

password で終わるすべてのプロパティの値は、起動時に自動的に暗号化されます。

NOTE
ワークステーション、コーディネータ、シミュレータ サーバ、VSE、またはその他のリモート  コンポーネン
トのリモート インストールでは、これ以上の設定を必要としません。これらはすべて、データベース アクセス
を接続および設定するときに、レジストリから site.properties を受信します。

以下の手順に従います。

1. LISA_HOME ディレクトリにある _site.properties ファイルを見つけます。
2. ファイル名を site.properties に変更します。
3. site.properties ファイルを開きます。
4. データベース設定プロパティを設定します。
通常は、以下のプロパティを更新します。
– lisadb.pool.common.url
– lisadb.pool.common.user
– lisadb.pool.common.password

5. レジストリが初めて起動されると、スキーマはデータベースに自動的に作成されます。ただし、 ユーザが DBA 権
限を持つことを望まない場合は、前もってスキーマを手動で作成できます。LISA_HOME\database ディレクトリの
sqlserver.ddl ファイルには、レポート テーブルおよびインデックスを作成するためのベースとして利用できる SQL
ステートメントが含まれています。

6. lisadb.internal.enabled プロパティをコメント アウトするか、false に設定されていることを確認します。
7. site.properties ファイルを保存します。
8. （オプション）信頼された接続のために、Microsoft 社から sqljdbc_auth.dll をダウンロードして、$LISA_HOME\lib

\native に配置します。信頼された接続を使用するには、lisadb.pool.common.url URL に integratedSecurity=true を含
める必要があります。

9. レジストリを起動します。

PostgreSQL を使用するための DevTest の設定
このページでは、PostgreSQL データベースを使用するために  を設定する方法について説明します。

site.properties ファイル内の以下のプロパティがデータベース設定に関連しています。

lisadb.acl.poolName=common

lisadb.broker.poolName=common
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lisadb.reporting.poolName=common

  

lisadb.pool.common.driverClass=org.postgresql.Driver

lisadb.pool.common.url=jdbc:postgresql://SERVER:PORT/databaseName

lisadb.pool.common.user=postgres

lisadb.pool.common.password=database_password

   

lisadb.pool.common.minPoolSize=0

lisadb.pool.common.initialPoolSize=0

lisadb.pool.common.maxPoolSize=10   

lisadb.pool.common.acquireIncrement=1   

lisadb.pool.common.maxIdleTime=45

lisadb.pool.common.idleConnectionTestPeriod=5

データベースへの接続数を最小限に抑えるために、接続プールが使用されます。プール機能の基盤となる実装は c3p0 で
す。設定の詳細については、http://www.mchange.com/projects/c3p0/index.html#configuration_properties を参照してくだ
さい。デフォルトでは、すべてのコンポーネントで共通の接続プールが使用されます。ただし、コンポーネントごとに個
別のプールを定義したり、組み合わせたりできます。

レポート データベースの場合は、最適なパフォーマンスを得るために少なくとも 10 GB を確保しておくことをお勧め
します。VSE 用のデータベースは、6.0 より前のリリースで作成されたレガシー イメージを操作する場合にのみ必要で
す。

password で終わるすべてのプロパティの値は、起動時に自動的に暗号化されます。

NOTE
ワークステーション、コーディネータ、シミュレータ サーバ、VSE、またはその他のリモート  コンポーネン
トのリモート インストールでは、これ以上の設定を必要としません。これらはすべて、データベース アクセス
を接続および設定するときに、レジストリから site.properties を受信します。

設定プロパティを更新するには、以下の手順に従います。

1. LISA_HOME ディレクトリ内で、_site.properties ファイルを見つけます。
2. ファイル名を site.properties に変更します。
3. site.properties ファイルを開きます。
4. データベース設定プロパティを設定します。
通常は、以下のプロパティを更新します。
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– lisadb.pool.common.url
– lisadb.pool.common.user
– lisadb.pool.common.password

5. レジストリが初めて起動されると、スキーマはデータベースに自動的に作成されます。ただし、 ユーザが DBA 権
限を持つことを望まない場合は、前もってスキーマを手動で作成できます。LISA_HOME\database ディレクトリ
の postgresql.ddl ファイルには、レポート テーブルおよびインデックスを作成するためのベースとして利用できる
SQL ステートメントが含まれています。

6. lisadb.internal.enabled プロパティがコメントアウトされているか、false に設定されていることを確認します。
7. site.properties ファイルを保存します。
8. レジストリを起動します。

外部 Java エージェント データベースの設定
LISA_HOME ディレクトリの site.properties ファイルを編集することにより、外部データベースを使用するように 
Java エージェントを設定できます。

シナリオ 1： レジストリおよびエージェント用のスキーマが同じである

レジストリとエージェントで同じデータベース スキーマを使用する場合は、「外部レジストリ データベースの設定」と
当該サブトピックの手順に従います。

シナリオ 2： レジストリおよびエージェント用のスキーマが異なる

レジストリとエージェントで異なるデータベース スキーマを使用する場合は、「外部レジストリ データベースの設定」
と当該サブトピックの手順に従い、以下のように変更します。

site.properties ファイルで、lisadb.broker.poolName プロパティの値を common から新しい値に変更します。以下に
例を示します。

lisadb.broker.poolName=cai

使用しているデータベース用にデータベース設定プロパティを設定する場合は、新しいプール名を使用します。以下に例
を示します。

lisadb.pool.cai.driverClass=com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver

lisadb.pool.cai.url=jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=cai

lisadb.pool.cai.user=sa

lisadb.pool.cai.password=xyz

スキーマを作成および削除するための DDL ステートメント

エージェント スキーマを手動で作成する場合は、LISA_HOME\database ディレクトリ内の以下のいずれかのファイルか
ら DDL ステートメントを取得します。
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• db2_cai.ddl
• derby_cai.ddl
• mysql_cai.ddl
• oracle_cai.ddl
• sqlserver_cai.ddl
• postgresql_cai.ddl

LISA_HOME\database\dropSchema ディレクトリには、drop_cai.ddl ファイルが含まれています。このファイルは、
スキーマを戻す必要がある場合に役立ちます。

外部エンタープライズ ダッシュボード データベースの設定
LISA_HOME ディレクトリの dradis.properties ファイルを編集することにより、外部データベースを使用するようにエ
ンタープライズ ダッシュボードを設定できます。

NOTE
データベース システム要件の詳細については、「システム要件」を参照してください。

_dradis.properties ファイルには、サポートされているデータベースの各プロパティが含まれます。

• IBM DB2
• Derby
• MySQL
• Oracle
• Microsoft SQL Server
• PostgreSQL
• AzureSQL

LISA_HOME\database \dropSchema ディレクトリには、エンタープライズ ダッシュボード データベース用に以下の
ファイルが含まれています。

• db2_drop_enterprisedashboard.ddl
• derby_drop_enterprisedashboard.ddl
• mysql_drop_enterprisedashboard.ddl
• oracle_drop_enterprisedashboard.ddl
• sqlserver_drop_enterprisedashboard.ddl
• postgresql_drop_enterprisedashboard.ddl

これらのファイルは、スキーマを戻す必要がある場合に役立ちます。

このビデオでは、Oracle データベースを使用するためにエンタープライズ ダッシュボードを設定する方法について説明
します。その他のサポート対象データベースの設定について、表示されている方法を使用できます。

DB2 を使用するためのエンタープライズ ダッシュボードの設定
このページでは、IBM DB2 データベースを使用するためにエンタープライズ ダッシュボードを設定する方法について説
明します。

以下の手順で、DB2 バージョンの dradis.properties ファイルを設定します。このファイル内の以下のプロパティがデー
タベース設定に関連しています。

dradis.db.driverClass=com.ibm.db2.jcc.DB2Driver
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dradis.db.url=jdbc:db2://[HOSTNAME]:[PORT]/[DATABASENAME]

dradis.db.user=[USER]

dradis.db.password=[PASSWORD]

password で終わるすべてのプロパティの値は、起動時に自動的に暗号化されます。

以下の手順に従います。

1. DB2 データベースのコード ページが 1208 であることを確認します。
2. DB2 データベースのページ サイズが少なくとも 16 KB であることを確認します。
3. LISA_HOME ディレクトリにある _dradis.properties ファイルを見つけます。
4. ファイル名を dradis.properties に変更します。
5. dradis.properties ファイルを開きます。
6. データベース設定プロパティを設定します。
通常は、以下のプロパティを更新します。
– dradis.db.url
– dradis.db.user
– dradis.db.password
レジストリが初めて起動されると、スキーマはデータベースに自動的に作成されます。ただし、エンタープラ
イズ ダッシュボード ユーザが DBA 権限を持つことを望まない場合は、前もってスキーマを手動で作成できま
す。LISA_HOME/database ディレクトリの db2_enterprisedashboard.ddl ファイルには、エンタープライズ ダッ
シュボード テーブルおよびインデックスを作成するためのベースとして利用できる SQL ステートメントが含まれて
います。

7. dradis.db.internal.enabled プロパティを false に設定します。
8. エンタープライズ ダッシュボードを起動します。

MySQL を使用するためのエンタープライズ ダッシュボードの設定
このページでは、MySQL データベースを使用するためにエンタープライズ ダッシュボードを設定する方法について説明
します。

以下の手順で、MySQL バージョンの dradis.properties ファイルを設定します。このファイル内の以下のプロパティが
データベース設定に関連しています。

dradis.db.driverClass=com.mysql.jdbc.Driver
dradis.db.url=jdbc:mysql://[DBHOST]:[DBPORT]/[DBNAME]
dradis.db.user=[USER]
dradis.db.password=[PASSWORD]

MySQL データベースは、UTF-8 をサポートする照合および文字セットを提供する必要があります。データベース用のデ
フォルト コード ページは UTF-8 である必要があります。ご使用のデータベースを UTF-8 として定義するだけでは不十
分です。MySQL データベースが UTF-8 でない場合は、ランタイム エラーが発生します。

password で終わるすべてのプロパティの値は、起動時に自動的に暗号化されます。

以下の手順に従います。

1. LISA_HOME ディレクトリにある _dradis.properties ファイルを見つけます。
2. ファイル名を dradis.properties に変更します。
3. dradis.properties ファイルを開きます。
4. データベース設定プロパティを設定します。
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通常は、以下のプロパティを更新します。
– dradis.db.url
– dradis.db.user
– dradis.db.password
レジストリが初めて起動されると、スキーマはデータベースに自動的に作成されます。ただし、エンタープラ
イズ ダッシュボード ユーザが DBA 権限を持つことを望まない場合は、前もってスキーマを手動で作成できま
す。LISA_HOME\database ディレクトリの mysql_enterprisedashboard.ddl ファイルには、エンタープライズ
ダッシュボード テーブルおよびインデックスを作成するためのベースとして利用できる SQL ステートメントが含ま
れています。

5. dradis.db.internal.enabled プロパティを false に設定します。
6. MySQL JDBC ドライバを LISA_HOME\lib\dradis ディレクトリに追加します。MySQL JDBC ドライバの最小バー
ジョンは 5.1.25 です。

7. my.cnf ファイルを開き、大文字と小文字を区別できるように mysqlId セクションに以下の行を追加します。
lower_case_table_names=1

8. エンタープライズ ダッシュボードを起動します。

NOTE

詳細については、「Tech Tips: Using SQL Server with Windows Authentication for DevTest Solutions」を参照し
てください。

Oracle を使用するためのエンタープライズ ダッシュボードの設定
このページでは、Oracle データベースを使用するためにエンタープライズ ダッシュボードを設定する方法について説明
します。

以下の手順で、Oracle バージョンの dradis.properties ファイルを設定します。このファイル内の以下のプロパティが
データベース設定に関連しています。

dradis.db.driverClass=oracle.jdbc.driver.OracleDriver

dradis.db.url=jdbc:oracle:thin:@[HOST]:1521:[SID]

dradis.db.user=[USER]

dradis.db.password=[PASSWORD]

password で終わるすべてのプロパティの値は、起動時に自動的に暗号化されます。

以下の手順に従います。

1. Oracle データベースの文字セットが Unicode をサポートしていることを確認します。さらに、データベースの最初
の作成では、Oracle ユーザは、CREATE VIEW システム権限が必要です。この権限がない場合は、インストール中に
「Schema creation failed: ORA-01031: insufficient privileges」というエラーが生成される可能性があります。

2. LISA_HOME ディレクトリにある _dradis.properties ファイルを見つけます。
3. ファイル名を dradis.properties に変更します。
4. dradis.properties ファイルを開きます。
5. データベース設定プロパティを設定します。
通常は、以下のプロパティを更新します。
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– dradis.db.url
– dradis.db.user
– dradis.db.password
dradis.db.url プロパティに対しては、サービス名を使用できます。
エンタープライズ ダッシュボードが初めて起動されると、スキーマはデータベースに自動的に作成されます。ただ
し、エンタープライズ ダッシュボード ユーザが DBA 権限を持つことを望まない場合は、前もってスキーマを手動で
作成できます。LISA_HOME\database ディレクトリの oracle_enterprisedashboard.ddl ファイルには、エンター
プライズ ダッシュボード テーブルおよびインデックスを作成するためのベースとして利用できる SQL ステートメン
トが含まれています。

6. dradis.db.internal.enabled プロパティを false に設定します。
7. LISA_HOME\lib\dradis に JDBC ドライバが含まれていることを確認します。ほとんどの場合、ojdbc7.jar が Java

1.7 用の正しいドライバです。Java 1.6 を使用している場合は、ojdbc6.jar を使用します。Java 1.5 を使用している
場合は、ojdbc5.jar を使用します。

8. エンタープライズ ダッシュボードを起動します。

SQL Server を使用するためのエンタープライズ ダッシュボードの設定
このページでは、Microsoft SQL Server データベースを使用するためにエンタープライズ ダッシュボードを設定する方
法について説明します。

以下の手順で、SQL Server バージョンの dradis.properties ファイルを設定します。このファイル内の以下のプロパ
ティがデータベース設定に関連しています。

 dradis.db.driverClass=com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
 dradis.db.url=jdbc:sqlserver://[SERVER]:[PORT];databaseName=[DATABASENAME]
 dradis.db.user=[USER]
 dradis.db.password=[PASSWORD]
 

NOTE
AzureSQL サーバの場合、dradis.proeprties でプロパティを設定する必要があります。
dradis.db.driverClass=com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
 dradis.db.url=jdbc:sqlserver://
azuresqlserver.database.windows.net:1433;databaseName=ED;Authentication=ActiveDirectoryMsi;

password で終わるすべてのプロパティの値は、起動時に自動的に暗号化されます。

以下の手順に従います。

1. LISA_HOME ディレクトリにある _dradis.properties ファイルを見つけます。
2. ファイル名を dradis.properties に変更します。
3. dradis.properties ファイルを開きます。
4. データベース設定プロパティを設定します。
通常は、以下のプロパティを更新します。
– dradis.db.url
– dradis.db.user
– dradis.db.password
レジストリが初めて起動されると、スキーマはデータベースに自動的に作成されます。ただし、エンタープライ
ズ ダッシュボード ユーザが DBA 権限を持つことを望まない場合は、前もってスキーマを手動で作成してくださ
い。LISA_HOME\database ディレクトリの sqlserver_enterprisedashboard.ddl ファイルには、エンタープライズ
ダッシュボード テーブルおよびインデックスを作成するためのベースとして利用できる SQL ステートメントが含ま
れています。
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5. dradis.db.internal.enabled プロパティを false に設定します。
6. （オプション）信頼された接続のために、Microsoft 社から sqljdbc_auth.dll をダウンロードして、$LISA_HOME\lib

\native に配置します。信頼された接続を使用するには、dradis.db.url URL に integratedSecurity=true を含める必要が
あります。

7. エンタープライズ ダッシュボードを起動します。

PostgreSQL を使用するためのエンタープライズ ダッシュボードの設定
このページでは、PostgreSQL データベースを使用するためにエンタープライズ ダッシュボードを設定する方法について
説明します。

以下の手順で、SQL Server バージョンの dradis.properties ファイルを設定します。このファイル内の以下のプロパ
ティがデータベース設定に関連しています。

dradis.db.driverClass=org.postgresql.Driver

dradis.db.url=jdbc:postgresql://[SERVER]:[PORT]/databaseName

dradis.db.user=[USER]

dradis.db.password=[PASSWORD]

password で終わるすべてのプロパティの値は、起動時に自動的に暗号化されます。

以下の手順に従います。

1. LISA_HOME ディレクトリにある _dradis.properties ファイルを見つけます。
2. ファイル名を dradis.properties に変更します。
3. dradis.properties ファイルを開きます。
4. データベース設定プロパティを設定します。
通常は、以下のプロパティを更新します。
– dradis.db.url
– dradis.db.user
– dradis.db.password
レジストリが初めて起動されると、スキーマはデータベースに自動的に作成されます。ただし、エンタープライ
ズ ダッシュボード ユーザが DBA 権限を持つことを望まない場合は、前もってスキーマを手動で作成してくださ
い。LISA_HOME\database ディレクトリの postgresql_enterprisedashboard.ddl ファイルには、エンタープライ
ズ ダッシュボード テーブルおよびインデックスを作成するためのベースとして利用できる SQL ステートメントが含
まれています。

5. dradis.db.internal.enabled プロパティを false に設定します。
6. エンタープライズ ダッシュボードを起動します。

データベースの保守
 データベースの保守のために、さまざまなプロセスを利用できます。

自動レポート保守

以下のバック グラウンド プロセスは、レポートに影響します。
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• パフォーマンス サマリ計算機
• レポート クリーナ

パフォーマンス サマリ計算機

このプロセスは、テストまたはスイート実行の統計を計算します。レポート ポータルの多くのグラフがこのプロセスに
依存しているため、このプロセスを無効にすることはできません。パフォーマンス サマリ計算機のスケジュールは、以
下のプロパティを変更することによって変更できます。

• rpt.summary.initDelayMin=7
このプロセスを開始する前に、レジストリの起動後に待機する時間を分単位を決定します。

• rpt.summary.pulseMin=1
このプロセスの各実行間にどれだけの時間待機するかを決定します。

レポート クリーナ

このプロセスは、「期限切れになった」レポート実行をデータベースから削除します。

• perfmgr.rvwiz.whatrpt.autoExpire=true
このプロパティを設定することにより、レポート クリーナを有効化または無効化できます。無効にすると、レポート
クリーナ プロセスは実行されず、残りのプロパティは無効になります。

• perfmgr.rvwiz.whatrpt.expireTimer=30d
スイートまたはテストの有効期限の値を設定します。この値より古くなったスイートまたはテストは削除されます。
このプロパティ値は、サフィックスが付いた数字です。以下のサフィックスが有効です。デフォルトは t です。
– t = ミリ秒
– s = 秒
– m = 分
– h = 時間
– d = 日
– w = 週
テストとスイートは、作成日のほぼ同時刻に削除されることに留意してください。数時間を追加することによって、1
日に実行される削除プロセスを最小限に抑えることができます。ただし、削除プロセスが実行される時刻を確定する
絶対的な方法はありません。

• perfmgr.rvwiz.whatrpt.forceCompleteTimer=24h
（レポート データベースでの）テストの完了を強制します。正常に完了していない一部のスイートまたはテストは、
データベース内で「終了」としてマークされません。「終了」としてマークされていないテストはレポート クリー
ナによって削除されず、パフォーマンス サマリ計算は実行されません。この値よりも古いすべてのテストは、データ
ベース内で完了としてマークされます。完了したテストは、expireTimer 値に達した後、初めてデータベースから削除
されます。デフォルトで 24 時間より長い時間実行されるテストがある場合は、このプロセスの値を増やしてくださ
い。

レポート クリーナのスケジュールは、以下のプロパティを変更することによって変更できます。

• rpt.cleaner.initDelayMin=10
このプロセスを開始する前に、レジストリの起動後に待機する時間を分単位を決定します。

• rpt.cleaner.pulseMin=60
このプロセスの各実行間にどれだけの時間待機するかを決定します。

監査ログ エントリの自動削除

アクセス制御（ACL）機能は、監査ログをデータベースに格納します。レジストリは、データベースから古い監査ログ
エントリを削除するプロセスを定期的に実行します。

この動作は、以下のプロパティで制御します。
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• lisa.acl.audit.logs.delete.frequency
自動削除プロセスの実行頻度を指定します。デフォルト値は 1d です。これは、プロセスが 1 日に 1 回実行されるこ
とを意味します。有効な時間単位は、d、h、m、s （日、時間、分、秒）です。

• lisa.acl.audit.logs.delete.age
自動削除プロセスによって削除される監査ログ エントリの最小経過期間を指定します。デフォルト値は 30d です。こ
れは、エントリが 30 日経過後に古いと見なされることを意味します。有効な時間単位は、d、h、m、s （日、時間、
分、秒）です。

各プロパティのデフォルト値は lisa.properties ファイルにあります。デフォルト値を変更するには、local.properties
ファイルにプロパティを追加します。

トランザクションの自動削除

データベース内の古いトランザクションを自動的に削除するように Application Insight を設定できます。

デフォルトでは、トランザクションの自動削除は有効です。

以下のブローカのプロパティが使用できます。

• クリーナの有効化
トランザクションの自動削除が有効かどうかを制御します。

• クリーンアップ頻度
クリーナ プロセスを実行する頻度を指定します。値の単位は分です。

• 最長経過期間
クリーナ プロセスによって削除されるトランザクションの経過期間を指定します。値の単位は分です。

これらのプロパティは、 ポータルの［エージェント］ウィンドウから設定できます。プロパティは、［設定］タブに表
示されます。

チケットの自動削除

データベース内の古いチケットを自動的に削除するように Application Insight を設定できます。

デフォルトでは、チケットの自動削除は有効です。

以下のプロパティが使用できます。

• クリーナの有効化
チケットの自動削除が有効かどうかを制御します。

• クリーンアップ頻度
クリーナ プロセスを実行する頻度を指定します。値の単位は分です。

• 最長経過期間
クリーナ プロセスによって削除されるチケットの経過期間を指定します。値の単位は分です。

これらのプロパティは、 ポータルの［エージェント］ウィンドウから設定できます。プロパティは、［設定］タブに表
示されます。

ライセンス管理
このページでは、トランザクション消費量ベースのライセンス、ライセンス要件、および  10.4 以降の新しいライセンス
を取得する方法の概要を示します。

バージョン 10.3 以降の  ソリューションには、新しいトランザクション消費ライセンス モデルがあります。
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NOTE

この記事は、エンタープライズ ポートフォリオ使用許諾契約（PLA）で  ソリューションを使用しているお客様
には適用されません。

ライセンス要件

10.7 へのアップグレード

• 10.7 以降、Devtest にはインストーラと共にライセンス ファイルが付属します。

追跡レポートと消費量

ライセンス レポートおよび消費量が、エンタープライズ ダッシュボードに表示されます。

トランザクションの消費量を追跡する方法の詳細については、「エンタープライズ ダッシュボード レポート」を参照し
てください。

NOTE
トランザクション消費ライセンス モデルは特定の MAC アドレスにリンクされます。この種類のライセンス
ファイルは複数のマシンでは使用できません。

DevTest ソリューション使用状況監査レポート
ライセンス モデルは、契約によって決まります。トランザクションの消費量ではなくパワー ユーザに基づくライセン
ス モデルを使用している場合は、DevTest Solutions 使用状況監査レポートでは、ライセンス契約の遵守についての詳細
が提供されます。トランザクションの消費量に基づくライセンス モデルでの使用状況データの詳細については、「エン
タープライズ ダッシュボードのメイン ウィンドウ」を参照してください。

DevTest Solutions 使用状況監査レポートは、以下のタブを含む Excel ワークブックとして生成されます。

• 概要
• ユーザ タイプ チャート
• パフォーマンスの SV チャート
• 使用状況の履歴
• コンポーネント（ユーザ別）

概要

［概要］タブは、企業が使用している範囲、つまり、ライセンスで許可される各ユーザ タイプの同時ユーザ数の詳細を
提供します。レポートは、指定した日付範囲のデータを、すべてのレジストリから収集して提供します。カウント デー
タはユーザ タイプごとに表示されます。
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• Report Information
［Report Information］セクションでは、ライセンス情報およびこの監査レポートの日付範囲を示します。
– 会社： このレポートを生成した会社の名前
– License Key ID： ライセンス キー識別子
– ライセンス キーの有効期限： ライセンスが期限切れになる日付
– エンタープライズ ダッシュボード製品バージョン：  のバージョン
– レポート期間の開始： このレポートの開始日
– レポート期間の終了： このレポートの終了日
– 生成日： レポートが生成された日付

• ユーザ タイプ
レポートされるユーザ タイプには、Continuous Application Insight パワー ユーザ、サービス仮想化パワー ユーザ、ア
プリケーション テスト パワー ユーザ、および  ランタイム ユーザがあります。
ユーザが複数のユーザ タイプと関連付けられる権限を付与されている場合、上位のユーザ タイプが使用されます。
ユーザ タイプは、以下に示す順序で、上位から下位に階層化されています。
a. CAI パワー ユーザまたはサービス仮想化パワー ユーザ（同レベルのユーザ タイプ）
b. アプリケーション テスト パワー ユーザ
c. ランタイム ユーザ
「ユーザ タイプ」を参照してください。

• 最大同時使用数
すべてのレジストリが、UI および CLI をサポートするサービスから使用状況データを継続的に収集します。同時ログ
イン セッションがレジストリによって記録されている間、企業全体を対象に同じユーザ タイプによる同時使用状況
の生データが保管されます。同時使用状況は、同じユーザ タイプの 2 人以上のユーザが  UI または  CLI にアクセス
し、そのセッションが同時に重複する場合に発生します。このサンプル レポートには、ユーザ タイプがアプリケー
ション テスト パワー ユーザである 3 人のユーザが同時にログオンしたときの最大同時使用は少なくとも 1 回である
と示されています。

• 最大使用インスタンス数
レポートのインスタンス数の計算は、最大同時使用数に到達しているグループ カウントに基づきます。最大同時使用
数のインスタンスは 1 日に複数回発生する可能性があり、最大同時使用数は必ずしも別々の日に発生する必要はない
ことに注意してください。このサンプル レポートには、2016 年 2 月 14 日から 3 月 15 日の間に、2 人のサービス仮
想化パワー ユーザが同時にログインした回数が 2 と示されています。「カウントの計算例」を参照してください。
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• 最大同時インスタンス数
VSE パフォーマンス オプションが有効になっている同時実行 VSE をカウントします。VSE パフォーマンス オプ
ションが有効でない場合、カウントは 0 です。このサンプル レポートには、2016 年 2 月 14 日から 3 月 15 日の間
に、パフォーマンス オプションが有効になっている 2 つの VSE が同時に実行された回数が 1 と示されています。

レポートの下部にある使用状況監査ドキュメント リンクは、製品ドキュメントのこのページにリンクされています。

ユーザ タイプ チャート

ユーザ タイプ チャートには、レポートが要求された期間内の製品のユーザ タイプ別の同時実行状況が日付順に示されて
います。このチャートは［使用状況の履歴］タブのデータに基づくものです。

チャートをカスタマイズするには、そのチャートをクリックします。

チャートのスタイルと色をカスタマイズするには、ペイントブラシ アイコンをクリックします。

特定の使用タイプをドリルダウンするには、 じょうごアイコンをクリックしてコンポーネントを選択します。

チャートのカスタマイズの詳細については、Microsoft Excel のヘルプを参照してください。

パフォーマンスの SV チャート

SV パフォーマンス使用率： サマリ チャートには、レポートが要求された期間内のパフォーマンスの SV の最大同時使
用状況が日付順に示されます。
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チャートをカスタマイズするには、そのチャートをクリックします。

チャートのスタイルと色をカスタマイズするには、ペイントブラシ アイコンをクリックします。

特定の使用タイプをドリルダウンするには、 じょうごアイコンをクリックしてコンポーネントを選択します。

チャートのカスタマイズの詳細については、Microsoft Excel のヘルプを参照してください。

［使用状況の履歴］タブ

使用状況の履歴レポートには、レポートが要求された期間内の日ごとの製品のユーザ タイプ別の同時実行状況が日付順
に示されています。このタブには、ユーザ タイプ チャートに表示されている生データが含まれています。
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コンポーネント（ユーザ別）

［コンポーネント（ユーザー別）］タブには、エンタープライズ ダッシュボードに接続されている各レジストリからの
ユーザ セッション データがレポートされています。UI または CLI ごとの列には当該期間中のアクセス数を示されていま
す。このタブのエントリには、同時アクセスだけでなく、すべてのアクセスが含まれています。

• レジストリ
レジストリ名は、
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registry@FQDN:2010

• ユーザ名
1 つ以上のセッションでユーザ インターフェースまたはコマンドライン インターフェースにログインしたユーザの名
前。

• ユーザ タイプ
関連するユーザに割り当てられるユーザ タイプ。

• 合計セッション数
関連するユーザについてレポートされた列からの合計数。ここでは、列が UI セッションまたは CLI を使用するセッ
ションのいずれかを表します。ユーザ インターフェースには、 が含まれます。CLI の例としては、 ポータル、REST
呼び出し API およびテスト ランナーなどがあります。列は、ユーザのログイン位置に左右され、レポートごとに異な
る可能性があります。以下に、いくつかの例を示します。
– invoke2-api： このユーザが  呼び出し API を開始した回数。
– ワークステーション： このユーザが  を開き、関連付けられたレジストリに接続し、ログインした回数。

NOTE
このレポートの生成の詳細については、「使用状況の監査データのエクスポート」を参照してください。

カウントの計算例
DevTest ソリューション使用状況監査レポートの使用数の計算は 2 段階のプロセスです。

1. 企業全体の中で同時使用が検出されるたびに、関係するすべてのレジストリについて、合計が記録されます。アプリ
ケーション テスト パワー ユーザ ユーザ グループの以下の例に注目してください。
この例では、3 つの異なるレジストリについて、5 つの異なる日付での合計が記録されています。アプリケーション
テスト パワー ユーザによる同時ログインの最大数は 3 で、以下に強調表示されています。
レポート作成のために、同時使用数が最大の合計が使用されます。このサンプル例では、行 1 が使用されます。その
同時ユーザ数の合計が選択した時間間隔のピーク数であるためです。

アプリケーション テスト パワー ユーザ

行 日付 レジストリ 1 レジストリ 2 レジストリ 3 合計

1 10/07/2016 1 0 2 3

2 10/08/2016 0 0 2 2

3 10/09/2016 0 2 0 2

4 10/10/2016 0 0 1 1

5 10/11/2016 1 1 0 2
2. このデータは、ユーザ タイプ、最大同時使用数、および最大使用インスタンス数として、レポートの［概要］ページ
でまとめられます。数はそのユーザ タイプの最大合計数を表しています。最大使用インスタンス数は、この最大同時
実行が発生した一定期間における回数を表します。上記の例の場合、インスタンス数は 1 （アプリケーション テスト
パワー ユーザがその最大同時使用数である 3 に達した回数）になります。

ユーザ タイプ 最大同時使用数 最大使用インスタンス数

アプリケーション テスト パワー ユーザ 3 1

ユーザ タイプ
ACL には以下のユーザ タイプがあります。
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• SV パワー ユーザ
• CAI パワー ユーザ
• テスト パワー ユーザ
• ランタイム ユーザ

ユーザ タイプは 1 つ以上のロールと関連付けることができます。各ロールは、1 つのユーザ タイプだけに関連付けられ
ます。たとえば、ランタイム ユーザ ユーザ タイプは 3 つのロール（システム管理者、ランタイム、およびゲスト）を持
ちますが、ランタイム ロールは ランタイム ユーザ ユーザ タイプだけに関連付けられます。

ユーザには 1 つ以上のロールを付与できます。複数のロールを付与される場合、使用状況の監査には、最上位のユーザ
タイプと関連付けられているロールが使用されます。ユーザ タイプ階層は、以下のユーザ タイプで構成されます。

• CAI パワー ユーザと SV パワー ユーザは階層的には等しく、最上位のユーザ タイプです。
• テスト パワー ユーザは CAI パワー ユーザおよび SV パワー ユーザより低く、ランタイム ユーザより高い地位にあり
ます。 

• ランタイム ユーザは最下位のユーザ タイプです。

監査目的での、ユーザ タイプの判定方法の例

ユーザに割り当てられるロールに関連付けられる権限は、ユーザが実行を許可されるタスクを決定します。管理者はユー
ザに 1 つ以上のロールを割り当てることができます。通常、ビルトイン ロールの権限は、ユーザ タイプ階層を念頭にお
いて割り当てられるので、管理者は各ユーザに単一のロールを割り当てます。たとえば、テスト パワーおよび Runtime
に関連付けられる権限は、PF パワー ロールにも割り当てられます。

ユーザに上位のロールの一部でない権限を与えるために、ユーザに複数の権限を割り当てることができます。

次の例を検討してみましょう。ここでは、ユーザが以下のロールを割り当てられています。

• テスト管理者
• Runtime

割り当てられているロールには、別々のユーザ タイプが関連付けられます。

• テスト管理者ロールは、SV パワー ユーザ ユーザ タイプに関連付けられます。
• Runtime ロールは、Runtime User ユーザ タイプに関連付けられます。

NOTE
詳細については、「標準ユーザ タイプおよび標準ロール」を参照してください。

ユーザ タイプは階層化されています。
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DevTest Solutions 使用状況監査レポートでは、レポートの目的に合わせて、ユーザのカウントに使用されるユーザ タイ
プは、割り当てられたロールと関連付けられるユーザ タイプの中で最上位のユーザ タイプです。たとえば、fakeName
ユーザが  UI または CLI にログインすると、ユーザ セッションは、SV パワー ユーザ ユーザ タイプに属するものとして
監査されます。これは、fakeName がレポート管理など、ランタイム ロールと関連付けられるタスクのみを実行する場
合も同じです。
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ユーザ タイプ継承チャート

以下の図では、ユーザが異なるユーザ タイプからの複数のロールに割り当てられている場合に、ログイン ユーザのユー
ザ タイプを判定する方法を、すべてのケースを対象に示します。「最上位の」ユーザ タイプが、下位のどのユーザ タイ
プに対しても優先されます。
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使用状況監査レポートの FAQ
このセクションでは、使用状況監査レポートおよびライセンスの管理に関するいくつかのよく寄せられる質問について説
明します。

ライセンス

同時ライセンスとは何ですか。

「同時ユーザ」とは、プログラムに同時にアクセスするユーザ数に基づくソフトウェア ライセンスを意味しま
す。DevTest では、複数のユーザによるアクセスは禁止されていませんが、監査のためにライセンスの使用状況がログ
記録されます。指定された数の同時ユーザがソフトウェアに同時にアクセスできる権利を所有しています。ライセンス
管理のために、各同時ユーザが、直接または間接的にサーバに接続される 1 つのアクティブなセッションを使用する権
利を持っています。個人、デバイス、またはプロセスによって開始される各アクティブ セッションが、同時ユーザとし
て数えられます。アクティブ セッションは、ワークステーションまたは Web ブラウザが、レジストリ サーバ、DevTest
ポータル、その両方、または仮想サービスにアクセスするカスタム アプリケーション セッションに接続されていること
を意味します。

自分が持っているライセンスのタイプと数を確認するにはどうすればよいですか。

お客様のライセンス契約書に関して質問がある場合は、担当のアカウント チームにお問い合わせください。

DevTest ワークステーションと DevTest ポータルを同じマシンで使用するときにはいくつのライセンスを消費します
か。

DevTest ワークステーションと DevTest ポータルの両方を同じマシンで使用する場合、1 つの同時使用カウントが記録さ
れます。これは、UI と CLI のいずれかの組み合わせを同じマシンで使用する場合も同じです。  

実行できる Service Virtualization for Performance インスタンスの数はライセンスによって制限されますか。それも信
用ベースですか。

VSE Manager コマンドを使用するか、 プロパティを設定することで VSE のパフォーマンスオプションを有効にしま
す。この数も信用ベースです。

NOTE
パフォーマンス モードを有効にするには、セールスお問い合わせしていただき、展開する各パフォーマンス
VSE の「VSE for Performance」ライセンスを購入する必要があります。また、購入した各パフォーマンス
VSE でパフォーマンス モードを有効にするには、テクニカル サポートにお問い合わせいただく必要がありま
す。

アカウント共有

たとえば admin というユーザを共有する場合、同時ライセンスはどのように計算されますか。

複数のユーザが異なるマシンで同じユーザ ID を同時に使用する場合、それそれが同時使用としてカウントされます。
ユーザが同じユーザ ID を使用して同じマシン上で異なる DevTest アプリケーションにアクセスする場合は、1 つの使用
としてカウントされます。

たとえば、6 人のユーザが DevTest ワークステーションに admin ユーザ ID でログオンした場合、使用状況レポートに
は、admin ユーザ ID に関連付けられているユーザ タイプの同時使用数として 6 が表示されます。注: ユーザ ID の共有
はお勧めしません。

ユーザによるユーザ ID の共有を防ぐため、DevTest を AD/LDAP データソースに接続することをお勧めしま
す。DevTest は AD/LDAP 認証を有効化できます。DevTest では引き続き、認証が提供されます。この方法は、ユーザ
ID またはログインを DevTest にバインドしません。ただし、この方法では、ユーザが AD または LDAP の認証情報を共
有する可能性が低いので、ある程度の制御が可能になります。
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レポート

自分が消費しているライセンスのタイプと数を確認するにはどうすればよいですか。

この情報を得るには、エンタープライズ ダッシュボードから Excel に使用状況監査データをエクスポートすることに
よって、DevTest ソリューション使用状況監査レポートを実行します。選択した期間内に各ライセンス タイプによって
使用される同時セッションの最大数を表示するには、［概要］タブを参照してください。

##### ユーザを計算するにはどうすればよいですか。DevTest にログインしないユーザ（たとえば、##### ユーザ）の
数に制限はありますか。

ライセンス カウントはすべてログインとログアウトのレコードに基づきます。

すべての DevTest ユーザ ログインで、ユーザ セッションが作成され、ライセンス カウントが 1 つ増やされます。すべ
ての DevTest ユーザ ログアウト（タイムアウトによる暗黙的なログアウトを含む）で、ユーザ セッションが閉じ、ライ
センス カウントが 1 つ減らされます。

注： VSE サーバに展開されている仮想サービスへのすべての接続でライセンスが消費されますが、これらの接続は
DevTest にログインしないので、使用状況監査レポートでは追跡できません。

1 つのマシンで 1 つの DevTest アプリケーション（たとえば DevTest ワークステーション）にログインし、別のマシン
で別の DevTest アプリケーション（たとえば DevTest ポータル）にログインした場合、同時ライセンスはどのように計
算されますか。

この例では 2 つの別々のマシンを使用しているため 2 つのライセンスを消費します。消費されているライセンス タイプ
は、ユーザ セッション中に実行されたアクションに基づきます。

使用状況はどれくらいの頻度でポーリングされますか。

情報は、ログインおよびログアウトの時間に基づいて継続的に収集されます。監査レポートが要求された場合、データを
調べて同時アクセスがいつ発生したかを確認します。

ユーザーがログインしていてもアクティビティを実行していない場合、そのユーザは使用カウントにカウントされます
か。

はい。

VSE マネージャなどのコマンドライン インターフェースについてはどうですか。それらのユーザは、使用カウントにカ
ウントされますか。

はい。認証情報が必要なすべてのユーティリティは、使用カウントに含まれます。

10 の SV パワー ユーザのライセンスを取得していますが、15 の同時ユーザが一度に表示されます。ライセンスに問題が
ありますか。

いいえ、DevTest Solutions のライセンスは、信用ベースです。使用状況監査レポートを使用して、ライセンスの条項を
遵守していることを監視してください。

コンポーネント（ユーザ別）レポートに、ADMIN_USER のユーザ タイプが表示されています。そのユーザ タイプは何
ですか。またそのライセンス登録について考慮する必要がありますか。

ADMIN_USER タイプはレポートに含まれますが、ライセンス契約書の遵守を評価する際に、考慮する必要はありませ
ん。CAI パワー ユーザと SV パワー ユーザの結合として［ロール］ページに表示される ADMIN_USER ユーザ タイプ
は、情報提供のために DevTest Solutions 使用状況監査レポートに含まれ、ライセンスとしては SV_POWER ユーザとし
てカウントされます。

［概要］タブでは、12 の同時ユーザがあることが示されています。［コンポーネント（ユーザー別）］タブをクリック
したときに、4 つの異なるユーザ ID のみが表示されます。4 つの異なるユーザ ID のみが製品を使用していることが表示
されるときに、追加のパワー ユーザのライセンスを取得する必要がある理由は何ですか。

［概要］タブで、レポート期間中に、CAI パワー ユーザとサービス仮想化パワー ユーザがそれぞれ 12 の同時ユーザを
使用したことが、CAI パワー ユーザについては 1 回、SV パワー ユーザについては 2 回と表示されています。
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［使用状況の履歴］タブで、それらの多い同時使用数が発生した日を確認できます。CAI パワー ユーザは 3 月 7日、SV
パワー ユーザは 3 月 5 日と 3 月 13 日です。

［コンポーネント（ユーザ別）］タブには、同時使用に関する情報は反映されません。この例では、この期間に製品を使
用したユーザが admin、 barb、 rob、svpower の 4 人のみであることが示されています。それらのユーザは、さまざま
なインターフェースを使用して 3 つの異なるレジストリに接続しています。
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この例では、この会社のユーザがユーザ ID を共有しているため、ユーザ ID 数よりも多くの同時使用が表示されること
がわかります。製品の使用を正確に追跡するために、ユーザがユーザ ID を共有しないことをお勧めします。

環境管理

DevTest ポータルのタイムアウト値を指定して、アクティブではないユーザがタイムアウトになり、使用状況監査レ
ポートにカウントされないようにしたいのですが、どこで指定できますか。

このプロパティは、DevTest ポータルに対する認証をバイパスするために、SSO セキュリティ トークンがメモリ内に保
持される秒数を指定します。

registry.max.user.lifetime.seconds プロパティは、セッションでユーザによって実行された最後のアクティビティ後に
ユーザ セッションが有効な期間を決定する主要なセッション ライフタイム プロパティです。

ユーザが 1 つの DevTest ワークステーション インスタンスからのみログインして、ユーザ ID あたり 1 つのライセンス
のみを占有できるように ACL を実装することはできますか。

いいえ、一度ユーザ ID にアクセス権を付与した後は、DevTest は、特定のユーザ ID を DevTest ワークステーション IP
アドレスに「バインド」するアクションを実行しません。ユーザ ID は、使用状況監査レポートに表示されます。

アクション（たとえば、DevTest ワークステーションへのログイン）を実行したときに、どのライセンス タイプが消費
されるか確認する方法を教えてください。

各権限（右側の［ロール UI］に表示されます）にはライセンス タイプが関連付けられ、丸かっこ内に示されます。

ユーザに複数のユーザ タイプがある場合は、新規または既存の役割に対して有効なユーザ タイプをどのようにして判断
できますか。

アクセス制御で権限を表示または変更し、基本的に役割のユーザ タイプを更新できます。

ユーザ アクティビティ レポートと使用状況監査レポートの違いは何ですか。
ユーザ アクティビティ レポートの表示は、どのユーザがどのようなアクティビティを実行しているかを管理者がリアル
タイムで表示するために役に立ちます。

セキュリティ
このセクションには、 のセキュリティ オプションについて説明する以下のページが含まれています。

Identity and Access Manager
Identity and Access Manager はすべての  コンポーネントのユーザ認証を提供するコンポーネントです。Identity and
Access Manager を使用して、以下のアクションを実行します。
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• ユーザとロールの管理
• セッションとイベントの管理
• レルム設定の定義
• 外部ユーザのデータベース（LDAP）のフェデレーション

NOTE

Identity and Access Manager を使用してユーザとロールを作成および管理します。ACL （アクセス制御）を使
用して個々のロールに権限を割り当てます。

Identity and Access Manager を設定する前に、各ユーザによる  の使用方法と、それに応じて各タイプのユーザに必要と
なるアクセス権を慎重に検討します。デフォルトでは Identity and Access Manager への管理者権限があるのは管理ロー
ルのみです。Identity and Access Manager、エンタープライズ ダッシュボード、およびレジストリの関係の詳細につい
ては、「DevTest プロセスの関係」を参照してください。

NOTE
10.7 以降、IAM は Keycloak 15.0.0 バージョンをサポートしています。

IAM 管理

Identity and Access Manager の管理者は、以下のアクティビティを担当します。

• IAM でユーザを作成および管理する。
• IAM でロールを作成および管理する。
• 各ユーザの責任および必要なアクセス権に合わせて、ユーザにロールを割り当てる。

管理者は、さまざまな ACL ロールおよびそれらのロールに関連付けられた権限について十分に理解し、各ユーザに適切
なロールを割り当てる必要があります。

WARNING

IAM の管理にデフォルトの admin ユーザを使用しないでください。デフォルトの admin ユーザを使用して、デ
フォルトの admin と同じロールのユーザを作成します。不正なアクセスを防ぐために、IAM 管理用の新規ユー
ザを使用し、デフォルト admin ユーザのパスワードを変更します。

での LDAP （Lightweight Directory Access Protocol、ライトウェイト ディレクトリ アクセス プロトコル）の使用

LDAP または Active Directory システムがすでに利用可能な場合は、LDAP を通じてユーザとパスワードを管理すること
も選択できます。LDAP を使用する場合、ユーザ パスワードの変更は LDAP 管理者によって行われます。IAM 管理者は
パスワードを変更できなくなります。詳細については、「ユーザ フェデレーションの設定（LDAP）」を参照してくださ
い。

WARNING

IAM システムの実装と、LDAP サービスとの統合は、お客様が実施することに変わりはありません。これらの
実装アクティビティについて支援が必要な場合は、CA Services にお問い合わせください。IAM によるユーザ
管理は IAM または LDAP の管理者が担当します。CA Support は、ロール テーブルへの閲覧アクセスを使用で
きないケースを前に進めることはできません。

たとえば、お客様がテストのステージングの際に権限の問題が理由で発生したトラブルを報告する場合、CA サポートが
関わる際に、お客様の側で、IAM または LDAP 管理者が対応できるようにしておく必要があります。IAM 管理者は、そ
のユーザおよびグループにロールを割り当てる際に、これらの要素を検討する必要があります。

以下の動画は LDAP を使用した Identity and Access Manager の操作の実演です。

ユーザ認証

でのユーザ認証方法を決定します。
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• IAM データベースにユーザを手動で追加して、認証情報を指定できます。認証情報とは、 ユーザ インターフェース
またはコマンド ライン インターフェースにユーザがログインする際に使用するユーザ ID およびパスワードです。

• LDAP データベースの認証情報でユーザがすでに定義されている場合は、認証に LDAP サーバを使用できます。 ポー
タルに自動ログインする場合は、Kerberos をセットアップして、自動ログインのプロパティを設定する必要がありま
す。

では、ロールを割り当てることによって、個々のユーザがアクセスできる機能を制限できます。IAM でロールが作成さ
れてユーザに割り当てられますが、各ロールの権限は ACL で定義されます。

NOTE

では、データベースおよび LDAP 認証モデルの両方でユーザ パスワードを常に暗号化します。

認証

は、ユーザのビジネス ロールに基づいて、各ユーザがアクセスできる機能を制限します。 では、インストールの際
に、12 個を超える標準ロールがセットされます。ロールが作成されてユーザに割り当てられる場所は Identity and
Access Manager ですが、権限が各ロールに割り当てられる場所は ACL です。

ユーザを IAM データベースに手動で追加するときに、各ユーザにロールを割り当てます。ロールは、1 つの権限セット
を付与します。複数のロールを割り当てることもできますが、責任が重いロールには関連する責任が軽いロールの権限が
含まれるため、必要なことはほとんどありません。LDAP を使用するときには、IAM に各ユーザの行が自動的に入力され
ます。

以下のアクティビティは、権限を使用して制御できるアクティビティの例です。

• テスト ケースの作成
• ステージング ドキュメントの作成
• テスト ケースのステージング

ユーザ セッション

認定ユーザが  UI または CLI にログインすると、ユーザ セッションが作成されます。ユーザ セッションは監査され、使
用状況監査レポートの基礎を形成します。ユーザ タイプが複数のロールを含むカテゴリである場合、これらのレポート
にはユーザ タイプごとの最大同時ユーザ セッションについてのメトリックおよび統計が含まれます。

IAM データベース

インストール後に IAM データはデフォルトの内部 H2 データベースに格納されます。「######」で概説されてい
るように、H2 データベースをエンタープライズ データベースに置き替える必要があります。詳細は、「Database
Administration」を参照してください。

以下の動画はデータベース ユーザによる Identity and Access Manager の操作の実演です。

レルム設定の定義

Identity and Access Manager の左側のナビゲーション バーで［設定/レルム設定］を選択します。

• ［全般］タブには、作業を開始する方法に関する情報と、このドキュメントへのリンクが表示されます。
• ［トークン］タブには、セキュリティ レルムを設定するために使用可能なパラメータが表示されます。各フィールド
に関するヘルプについては、そのフィールドの横にある白い疑問符が描かれた灰色の円を選択してください。
– ［SSO セッションのアイドル時間］パラメータを使用して、セッションが期限切れになるまでにアイドル状態が
続く時間を設定できます。

– ［アクセス トークン有効期間］パラメータでは、アクセス トークンの有効期限を設定できます。
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NOTE

タイムアウト パラメータは  および Service Virtualization Community Edition のタイムアウトには影響し
ません。

認証

このセクションでは、IAM での Kerberos ブラウザのフローについて説明します。Kerberos の要件を［DISABLED］か
ら［ALTERNATIVE］または［REQUIRED］に切り替えます。

アドミン コンソールの［認証］に移動し、［フロー］タブに移動します。

［認証タイプ］列は、実行される認証のタイプです。［要件］列には、認証タイプを実行するかどうかを定義する一連の
ラジオ ボタンがあります。

• ALTERNATIVE （代替）
このボタンを選択した場合、この認証タイプは考慮され、オプションとなります。失敗すると、認証はほかの認証タ
イプにフォールバックします。

• 必須
このボタンを選択した場合、この認証タイプは考慮されます。失敗しても、認証はほかの認証タイプにフォールバッ
クしません。

WARNING

自動ログイン セットアップを最初に設定する際には、Kerberos で［必須］ボタンを選択しないでくださ
い。設定が正しい場合にのみ、このボタンを選択します。

• DISABLED
このボタンが無効な場合、認証タイプは考慮されません。
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クライアント設定

NOTE
このセクションは、自動ログインのユーザに対してのみ有効です。

クライアント設定は、クライアントのリストがなくても、デフォルトで有効になっています。 ポータルで自動ログイン
モードを有効にすると、クライアントが作成されて表示されます。既存のクライアントを変更したり、ユーザの要件に
従ってクライアントを作成したりできます。

クライアントを手動で作成するには、以下の手順に従います。

1. ［作成］をクリックします。［クライアントの追加］ページで、以下の必須フィールドに入力します。
– クライアント ID

2. ［Save］をクリックします。
作成済みのクライアント ページにリダイレクトされ、詳細の入力が求められます。
a. ［名前］フィールドに「DevTest ポータル」と入力します。
b. 以下の形式で、ローカル ホスト、IP、FQDN、およびホスト名でログインするための有効なリダイレクト URI を
追加します。
http://<hostname>:1507/*

c. 以下の形式で、ローカルホスト、IP、FQDN、およびホスト名でクロス オリジン リソース共有を許可する Web
発信元を指定します。
http://<hostname>:1507
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NOTE
手動でクライアントを作成するときは、必ずホスト名を小文字で指定してください。

NOTE
「無効なパラメータ： <リダイレクト URI>」というエラー メッセージが表示されたら、クライアント ページ
に移動します。クライアントを選択し、有効なリダイレクト URI に、 ポータルにアクセスするためにブラウザ
で使用したホスト名が含まれているかどうかを確認します。

トラスト ストアへの SSL 証明書の追加

Identity and Access Manager には SSL 証明書のインポートに使用できるデフォルトのトラスト ストアがあります。

SSL 証明書をトラスト ストアに追加して、Identity and Access Manager で使用できるようにするには、以下の手順に
従います。

1. インストール ディレクトリの IdentityAccessManager フォルダに移動します。
2. 以下のコマンドを実行します。

– HOSTDOMAIN = 証明書を識別する名前。
– host-certificate.cer = インポートする必要がある証明書。
keytool -import -alias HOSTDOMAIN -keystore iam-truststore.ks -storepass passphrase -
file host-certificate.cer
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3. Identity and Access Manager を再起動します。

証明機関キーストアの実装

このセクションでは、Identity and Access Manager や Virtual Service Catalog で、証明機関（CA）チェーンを使用して
キーストアを実装する方法について説明します。

Identity and Access Manager で CA キーストアを実装する方法

1. インストール フォルダ（LISA_HOME）の IdentityAccessManager/certs フォルダにキーストアをコピーします。
2. インストール フォルダ（LISA_HOME）の IdentityAccessManager フォルダに iam.properties ファイルのコピーを
作成します。
このコピーは、元のファイルに戻す必要がある場合に備えたバックアップとなります。

3. 元の iam.properties ファイルを開きます。
4. iam.keystore をお使いのキーストアに変更します。
5. iam.keystore.password をお使いのキーストア パスワードに変更します。

NOTE

プレーン テキストのパスワードはボールトに追加され、IAM の起動時にボールト識別子に置き換えられま
す。

6. Identity and Access Manager を再起動します。

Virtual Service Catalog で CA キーストアを実装する方法

NOTE

Virtual Service Catalog では、Identity and Access Manager と同じキーストアが使用されます。

1. Virtual Service Catalog インストール ディレクトリの bin フォルダで vscatalog.vmoptions ファイルを開きます。
2. 以下の行を追加します。

-Dserver.ssl.key-store=<fully qualified path to keystore>
-Dserver.ssl.key-password=<keystore password> 
-Dserver.ssl.key-store-type=JKS 
-Dserver.ssl.key-alias=<alias of the certificate>

3. Virtual Service Catalog を再起動します。

NOTE

詳細情報：

• 認証コンポーネントのアップグレード
• ロールとユーザの管理
• ユーザ フェデレーションの設定（LDAP）
• アクセス制御（ACL）

Identity and Access Manager の起動
NOTE

ホスト アドレスおよびポート番号は、ユーザが定義可能です。デフォルトは  localhost  および 51111 です
が、iam.properties ファイルでデフォルト値を変更できます。

以下の手順に従います。

1. 以下のいずれかを実行して、Identity and Access Manager を起動します。
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– Identity and Access Manager のデスクトップ アイコンをダブルクリックします。
– ###### ######/IdentityAccessManager/bin フォルダから実行可能ファイル IdentityAccessManager を起動し
ます。

2. 以下のいずれかを実行して、Identify and Access Manager UI を起動します。
– Identity and Access Manager UI のデスクトップ アイコンをダブルクリックします。
– ブラウザに「 https://localhost:51111/ 」と入力します。

NOTE

ブラウザには、接続がセキュリティ保護されていない、または Web サイトの証明書が無効であるという警
告が表示されます。この接続にフラグが立てられるのは、自己署名証明書を使用しているためです。サイト
に進みます。

Identity and Access Manager のログイン ページが表示されます。
3. ユーザ名とパスワードを入力して、［ログイン］をクリックします。

TIP

初めてログインするときは、admin のユーザ名と admin のパスワードを使用します。ログインした
ら、admin 権限で、新しいユーザ名を作成し、デフォルトの admin ユーザ名のパスワードを変更する必要
があります。

［General］タブが開きます。

ユーザ フェデレーションの設定（LDAP）
Identity and Access Manager は、既存の LDAP サーバに接続できます。［ユーザ フェデレーション］を選択して、プロ
バイダを設定します。

LDAP 設定を追加または編集すると、設定の詳細が authentication-providers.xml という名前のファイルに格納されま
す。LDAP グループにロールを割り当てると、それらのロール マッピングは ldap mappings.xml という名前のファイル
に格納されます。これらのファイルに直接アクセスする必要がある場合、両方のファイルは  インストール ディレクトリ
に配置されています。

  

LDAP システムの追加

以下の手順に従います。

1. ［設定］メニューの［ユーザ フェデレーション］をクリックします。
［ユーザ フェデレーション］ページが表示されます。

2. テーブルの上部にある［プロバイダの追加...］リストから［ldap］を選択します
［必須設定］ページが表示されます。各フィールドの詳細を確認するには、そのフィールドの疑問符をクリックしま
す。

3. ［優先度］フィールドの設定は 0 のままにします。
4. 赤色のアスタリスクで示された必須フィールドに LDAP の値を入力します。
5. ［接続 URL］フィールドについては、このフィールドの右側にある［テスト接続］ボタンを使用してエントリを検証
します。

6. ［バインド認証情報］フィールドについては、このフィールドの右側にある［テスト認証］ボタンを使用してエント
リを検証します。

7. 検索で返される結果を絞り込むには、［カスタム ユーザ LDAP フィルタ］フィールドでフィルタを指定します。
8. ページ下部にスクロールして、［保存］をクリックします。
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既存の DevTest LDAP 認証のインポート

［LDAP 認証のインポート］を使用して、 レジストリから既存の LDAP 設定をインポートできます。

以下の手順に従います。

1. ［設定］メニューの［ユーザ フェデレーション］をクリックします。
［ユーザ フェデレーション］ページが表示されます。

2. テーブル上部にある［LDAP 認証のインポート］をクリックします。
［必須設定］ページが表示されます。

3. ［ファイルの選択］をクリックして、既存の認証プロバイダ XML ファイルを選択します。
authentication-providers.xml ファイルには認証プロバイダの詳細が含まれます。このファイルは  インストール ディ
レクトリにあります。このフィールドは必須です。

4. ［ファイルの選択］をクリックして、既存の LDAP マッピング XML ファイルを選択します。
ldap-mappings.xml ファイルに基づいて LDAP ユーザ グループにロールが割り当てられます。このファイルは  イン
ストール ディレクトリにあります。このフィールドはオプションです。

5. ［インポート］をクリックします。
認証プロバイダ情報は［ユーザ フェデレーション］ページに表示されます。

LDAP グループ設定の定義

［グループ設定］タブでは、Identity and Access Manager に加える LDAP グループを定義できます。

以下の手順に従います。

1. ［グループ設定］タブをクリックします。
2. LDAP グループの属性とクラスの詳細を入力します。
3. ［保存］をクリックすると、変更が保存されます。
4. これらの LDAP グループを IAM でのロール マッピングに利用できるようにするには、［Identity and Access

Manager への LDAP グループの同期］をクリックします。
5. ［管理］の下にある［グループ］に移動して、同期された LDAP グループを表示し、グループにロールを割り当てま
す。

LDAP グループへのロールの割り当て

以下の手順に従います。

1. ［管理］の下にある［グループ］に移動します。［グループからロールへのマッピング］タブをクリックし、グルー
プにロールを割り当てます。

2. ［LDAP グループ］リストからグループを選択します。
3. 選択した LDAP グループに 1 つまたは複数のロールを割り当てる方法

a. ［利用可能なロール］列に割り当てるロールをクリックします。
利用可能なロールとは、 で定義されているものの、管理者または LDAP によってこのユーザに割り当てられてい
ないロールです。

b. ［選択項目の追加］をクリックすると、ロールが割り当てられて、［アサインされた役割］列に移されます。
4. 選択した LDAP グループから 1 つまたは複数のロールを削除する方法

a. ［アサインされた役割］列にある削除対象ロールをクリックします。
アサインされた役割とは Identity and Access Manager 管理者によってこのユーザに割り当てられたロールです。

b. ［選択内容の削除］をクリックすると、ロールが削除されて、［利用可能なロール］列に移されます。
ロールの詳細については、「標準ユーザ タイプおよび標準ロール」を参照してください。
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LDAP 属性のマップ

Identity and Access Manager にはデフォルト属性があり、ユーザはそれらを LDAP 属性にマップできます。たとえば、
ユーザ名の LDAP 属性がデフォルトの「cn」以外の場合は、IAM でユーザ名 LDAP 属性の「username」属性をマップで
きます。

以下の手順に従います。

1. ［マッパー］タブをクリックします。
2. ［名前］列にあるマップ対象属性をクリックします。
別のページにその属性の詳細が表示されます。

3. 必要な変更を加えます。
4. ［保存］をクリックします。

LDAP システムの編集

以下の手順に従います。

1. ［設定］メニューの［ユーザ フェデレーション］をクリックします。
［ユーザ フェデレーション］ページが表示されます。

2. ［アクション］列の［編集］をクリックします。
［設定］タブが表示されます。

3. このタブで、必要な変更を行います。
LDAP ユーザが DevTest Solutions にログインすると、Identity and Access Manager のデータベースにレコードが作
成されますので、そのユーザは IAM の［ユーザ］タブに表示されます。［インポートの削除］をクリックすると、そ
のユーザが IAM データベースから削除されます。 

4. このページの各タブの詳細については、前のセクションを参照してください。
– グループ設定
– グループからロールへのマッピング
– マッパー

Kerberos 統合の有効化（オプション）

NOTE
ポータルおよびエンタープライズ ダッシュボードの自動ログインを有効にした場合、このオプションを使用し
て Kerberos 統合を有効にします。

IAM では、SPNEGO プロトコル経由で Microsoft Kerberos を使用したドメイン認証情報に基づく自動ログイン モー
ドをサポートしています。ドメインの一部になっているシステムにログイン済みの場合、再度認証を行わなくて
も、Kerberos レルム全体にわたってネットワーク サービスにアクセスできます。すべてのブラウザで SPNEGO プロト
コルがサポートされていますが、セキュリティ上の理由により、デフォルトではこのサポートが無効になっています。自
動ログインを動作させるには、SPENGO のサポートを有効にする必要があります。

IAM を介して Kerberos を有効にして設定する前に、LDAP サーバと Kerberos のセットアップが完了している必要があ
ります。自動ログインを有効にする方法の詳細については、「自動ログインの有効化」を参照してください。

NOTE

自動ログイン機能では、Active Directory のみをサポートします。

Kerberos 統合を有効にするには、以下のフィールドに入力します。
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• Kerberos 認証を許可： Kerberos 認証でユーザの HTTP 認証を有効化または無効化できます。設定済みの LDAP
サーバは、認証されたユーザに関するデータを提供します。

• Kerberos レルム： Kerberos レルムの名前を大文字で指定します。例： EXAMPLE.COM
• サーバ プリンシパル： サーバおよびドメイン名を含む HTTP サービスのサーバ プリンシパルの完全な
名前を指定します。サーバ プリンシパル名は、サービス インスタンスの一意の識別子です。例： HTTP/
iamserver.example.com@EXAMPLE.COM
HTTP/<FQDN>@<KERBEROS REALM>

• キータブ： サーバ プリンシパルの認証情報が含まれる Kerberos キータブ ファイルの場所を指定します。
以下に例を示します。
– Linux： /etc/krb5.keytab
– Windows： C:\\krb5.keytab
キータブ ファイルの詳細については、「Kerberos クライアントのセットアップ」を参照してください。

• デバッグ： IAM コンソールへのデバッグ ログ記録を有効化または無効化できます。

LDAP 設定例

以下の例では、Identity and Access Manager 内で LDAP システムを設定する 1 つの方法を示します。
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ロールとユーザの管理
Identity and Access Manager の管理者は、 ソリューションへのアクセスを制御するユーザとロールを作成し、管理でき
ます。 は、自動的にさまざまなデフォルトのユーザとロールをインストールします。ただし、カスタム ロールを作成
し、IAM データベースにユーザを手動で追加することもできます。LDAP サーバと連携するように IAM を設定する方法
の詳細については、「ユーザ フェデレーションの設定（LDAP）」を参照してください。

ロールの管理

［ロール］ページの ［ルックアップ］タブを表示するには、［設定］メニューの［ロール］を選択します。利用可能な
すべてのロールのリストが表示されます。

特定のロールを検索するには、［検索］フィールドにロール名の全体または一部、または説明を入力します。

ロールを追加する方法

1. ［設定］メニューの［ロール］を選択します。
［ルックアップ］タブが、［ロール］ページに表示されます。 

2. ［ロールの追加］をクリックします。
［役割の追加］ページが表示されます。

3. ［ロール名］フィールドに新しいロールの名前を入力します。
4. ロールの説明を入力します。
5. ［保存］をクリックします。
［ロールの追加］ページが閉じ、［ルックアップ］タブに新しいロールが追加されます。

ロールを編集する方法

1. ［設定］メニューの［ロール］を選択します。
［ルックアップ］タブが、［ロール］ページに表示されます。

2. 編集するロールの［アクション］列で［編集］をクリックします。
3. ［ロールの編集］ページが表示されます。
4. 必要な変更を加えます。

NOTE

いったん作成されたロールの名前は変更できません。
5. ［Save］をクリックします。

ロールを削除する方法

1. ［設定］メニューの［ロール］を選択します。
［ルックアップ］タブが、［ロール］ページに表示されます。

2. 削除するロールの［アクション］列で［削除］をクリックします。
3. 確認ウィンドウが開きます。

NOTE

ロールを削除すると、そのロールは Identity and Access Manager のこのインスタンスに接続されているす
べてのレジストリから完全に削除されます

4. ［削除］をクリックします。

ユーザの管理

［ユーザ］ページの ［ルックアップ］タブを表示するには、［管理］メニューの［ユーザ］を選択します。 ソリュー
ションにログインしているすべての手動で作成したユーザとすべての LDAP ユーザのリストを表示するには、［すべて
のユーザの表示］をクリックします。

特定のユーザを検索するには、［検索］フィールドに名前の全体か一部、または電子メール アドレスを入力します。
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ユーザを追加する方法

1. ［管理］メニューで、［ユーザ］を選択します。
［ルックアップ］タブが、［ユーザ］ページに表示されます。

2. ［ユーザの追加］をクリックします。
［ユーザの追加］ページが表示されます。

3. ユーザの詳細を入力します。
– 必須フィールドは赤色のアスタリスクで示されています。 
– 各フィールドの詳細については、そのフィールドの横にある疑問符をクリックします。

4. ［保存］をクリックします。
5. ユーザの認証情報とロールのマッピングを定義するには、以下のユーザ編集の手順に従います。

ユーザを編集する方法

1. ［管理］メニューで、［ユーザ］を選択します。
［ルックアップ］タブが、［ユーザ］ページに表示されます。

2. ［すべてのユーザの表示］をクリックして、ユーザのリストを表示します。
3. ソリューションにログインしているすべての手動で作成したユーザとすべての LDAP ユーザのリストがこのページに
表示されます。

4. 編集するユーザの［アクション］列で［編集］をクリックします。
［Edit User］ページが表示されます。

5. 必要な変更を加えます。
– ［認証情報］タブでは、ユーザのパスワードをリセットできます。
– ［ロール マッピング］タブでは、特定ロールにユーザ アクセスを与えることができます。

• 利用可能なロールは、 で定義されているロールですが、管理者または LDAP により対象ユーザに割り当てられ
ていません。ロールを選択し、このユーザにロールを割り当てるため［選択項目の追加］をクリックすること
ができます。

• アサインされた役割とは、Identity and Access Manager 管理者によってこのユーザに割り当てられてたロール
です。ロールを選択し、［選択内容の削除］をクリックして、ユーザからこのロールを削除できます。

• 実効ロールは、ユーザが（複数の）LDAP グループに関連付けられた結果として、このユーザに割り当てられ
たロールです。

– ［セッション］タブでは、すべてのアクティブなセッションを表示し、選択したセッションまたはすべてのセッ
ションからログアウトすることができます。

ユーザを削除するには。

1. ［管理］メニューで、［ユーザ］を選択します。
［ルックアップ］タブが、［ユーザ］ページに表示されます。

2. ［すべてのユーザの表示］をクリックして、ユーザのリストを表示します。
3. ソリューションにログインしているすべての手動で作成したユーザとすべての LDAP ユーザのリストがこのページに
表示されます。

4. 削除するユーザの［アクション］列で［削除］をクリックします。
確認ウィンドウが開きます。

5. ［削除］をクリックします。

ログインの失敗回数が多すぎたためにロックされたユーザ アカウントのロックを解除する方法

1. ［管理］メニューで、［ユーザ］を選択します。
［ルックアップ］タブが、［ユーザ］ページに表示されます。

2. ［ユーザのロック解除］をクリックします。
3. ロックされているすべてのユーザのロックが解除されます。
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標準ユーザ タイプおよび標準ロール

DevTest Solutions は、関連付けられたロールを持つ標準ユーザ タイプを作成します。ロールはそれぞれ権限の一意の
セットと関連付けられています。DevTest ポータルでユーザおよびロールを管理して、 によって標準ロールに割り当て
られる権限を設定できます。

• CAI パワー ユーザおよび SV パワー ユーザ
CAI パワー ユーザ/SV パワー ユーザ結合ユーザ タイプは、以下のロールを含みます。
– スーパー ユーザ
–  管理者

• CAI パワー ユーザ
CAI パワー ユーザ ユーザ タイプは、以下のロールを含みます。
– CAI パワー

• SV パワー ユーザ
SV パワー ユーザ ユーザ タイプは、以下のロールを含みます。
– テスト管理者
– SV パワー
– テスト ランナー

• テスト パワー ユーザ
テスト パワー ユーザ ユーザ タイプは、以下のロールを含みます。
– テスト パワー
– テスト オブザーバ
– 負荷テスター
– ユーザ

• ランタイム ユーザ
ランタイム ユーザ ユーザ タイプは、以下のロールを含みます。
– Runtime
– ゲスト

NOTE

デフォルトのスーパー ユーザ ロールには、エンタープライズ ダッシュボードまたは Virtual Service Catalog
へのアクセス権は含まれません。エンタープライズ ダッシュボードにアクセスするユーザには、エンタープ
ライズ ダッシュボード ユーザまたはエンタープライズ ダッシュボード管理者ロールを割り当てる必要があ
ります。Virtual Service Catalog にアクセスするユーザには、Virtual Service Catalog ユーザまたは Virtual
Service Catalog 管理者ロールを割り当てる必要があります。

標準ユーザ

レジストリを初めて起動すると、標準ユーザが作成されます。標準ユーザはそれぞれ、ユーザ タイプ内のロールと、デ
フォルトのパスワードを割り当てられます。各ロールと関連付けられる権限については、「標準ユーザ タイプおよび標
準ロール」を参照してください。

WARNING
不正アクセスを防ぐために、これらのユーザのデフォルト パスワードをできるだけ早く変更することをお勧め
します。

• 管理者
admin ユーザは、CAI パワー ユーザ/SV パワー ユーザ結合ユーザ タイプにあたる、スーパー ユーザ ロールを持ちま
す。デフォルトのパスワードは admin です。

• caipower
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caipower ユーザは CAI パワー ロール（CAI パワー ユーザ ユーザ タイプ）を持ちます。デフォルトのパスワードは
caipower です。

• svpower
svpower ユーザは SV パワー ロール（SV パワー ユーザ ユーザ タイプ）を持ちます。デフォルトのパスワードは
svpower です。

• tpower
tpower ユーザはテスト パワー ロール（テスト パワー ユーザ ユーザ タイプ）を持ちます。デフォルトのパスワード
は tpower です。

• devtest
devtest ユーザは ランタイム ロール（ランタイム ユーザ ユーザ タイプ）を持ちます。デフォルトのパスワードは
devtest です。

• sysadmin
sysadmin ユーザはシステム管理者ロール（Runtime ユーザ タイプ）を持ちます。デフォルトのパスワードは
sysadmin です。

• ゲスト
ゲスト ユーザは、ゲスト ロールを持ちます。デフォルトのパスワードは guest です。

標準ユーザのパスワードの変更

初めてレジストリを開始するときに、7 つの標準ユーザが作成されます。各標準ユーザには、ロール、ユーザ タイプ、
およびデフォルトのパスワードがを割り当てられます。不正アクセスを防ぐために、これらのユーザのデフォルト パス
ワードをできるだけ早く変更することをお勧めします。

以下の手順に従います。

1. Identity and Access Manager にログインします。
IAM の起動および UI へのアクセスの詳細については、「Identity and Access Manager の起動」を参照してくださ
い。

2. ［管理］メニューで、［ユーザ］をクリックします。
［ルックアップ］タブが、［ユーザ］ページに表示されます。

3. ［すべてのユーザの表示］をクリックします。
使用可能なユーザのリストが表示されます。このリストには、手動で作成されたすべてのユーザおよび DevTest
Solutions にログインしているすべての LDAP ユーザが含まれています。

4. 更新するユーザの［アクション］列で［編集］をクリックします。
［Edit User］ページが表示されます。

5. ［認証情報］タブをクリックします。
6. ユーザの新しい認証情報を入力し、［パスワードのリセット］ボタンをクリックします。
確認ウィンドウが開きます。

7. ［パスワードの変更］をクリックします。
8. 標準ユーザそれぞれでこれらの手順を繰り返します。

ユーザ アクティビティ レポート

ユーザ アクティビティ レポートには、ACL によって制御されるユーザ アクティビティの一連のエントリが含まれま
す。 ポータルの［管理］ウィンドウから、レポートにアクセスします。ウィンドウを開くには、左側のナビゲーション
メニューから［レポート］、［管理］の順に選択します。システム管理者は、特定のイベントおよびユーザのレポートを
検索およびフィルタできます。 

ユーザ アクティビティ レポートは、ACL に対する権限チェックのレコードを提供し、各ユーザに対して許可および拒否
されているアクションを表示します。

レポートの表示および操作の詳細については、「レポートの表示および操作」を参照してください。
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NOTE

詳細情報：

• テストのレポート
• 仮想サービス メトリックのレポート
• CAI トップ N およびメトリック レポート

セッションおよびイベントの管理
導入

セッションの管理

左側のナビゲーション バーで［管理］-［セッション］をクリックし、［Manage Sessions］ウィンドウを表示します。

［レルム セッション数］タブには、レルム内のすべてのアクティブなセッションが表示され、ボタンをクリックするこ
とですべてのセッションをログアウトさせることができます。

［取り消し］タブを使用すると、日付を設定し、その日付より前に発行されたすべてのトークンがシステムによって無効
化されるように設定できます。

イベントの管理

イベントの表示

左側のナビゲーション バーで［管理］-［イベント］をクリックし、［イベントの管理］ウィンドウを表示します。

［ログイン イベント］タブに、サービス仮想化コンポーネントへのログインおよびログアウト記録に関連するすべての
イベントが表示されます。タブの右上にあるボタンで以下を実行します。

• タブに表示するイベント数を示す
• イベントのタイプ（LOGIN、LOGOUT、および LOGIN_ERROR）、ユーザ、および日付の範囲でフィルタする
• イベントまたはフィルタの数を変更したら、表示を更新する
• 値をデフォルト値にリセットする

［管理イベント］タブに、Identity and Access Management の管理者によって実行されたアクティビティが表示されま
す。たとえば、ユーザの作成イベントは、ユーザを作成した 管理者の ID およびユーザ名、作成されたユーザの ID およ
びユーザ名を示します。

イベントの削除

［設定］タブでは、イベント ログにログイン イベントを保持する期間を制御するため、有効期限（分、時間、日単位）
を設定できます。デフォルトでは 2 日です。

［設定］タブで、［管理イベントのクリア］をクリックして、手動で管理イベントをクリアすることもできます。

変更を完了したら、［保存］をクリックします。

IAM データベースの更新
Identity and Access Manager には、Identity and Access Manager が使用するデータベースを更新するためのユーティリ
ティが含まれています。使用されるデータベースを変更する、またはデータベースのパスワードを変更するには、この
ユーティリティを使用することができます。iam.properties ファイルに変更を加えることで、データベース設定を更新す
ることもできます。
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Identity and Access Manager ユーティリティを更新する方法

1. ###### ######/IdentityAccessManager/bin フォルダから実行可能ファイル DatasourceUpdater を起動します。
2. 指示に従って、データベースの詳細を入力します。

NOTE
Windows を使用している場合、データベース ドライバ(jar) の場所にスペースを含めることはできません。

例：

不正でエラーが発生： C:\Program Files\CA\DevTest\lib\shared\sqljdbc4-4.0.jar

正解： C:\PROGRA~1\CA\DevTest\lib\shared\sqljdbc4-4.0.jar

NOTE
IAM での DB2 データベースのサポートは廃止されました。DB2 データベースを使用している場合は、IAM で
サポートされているデータベースにデータをマイグレートしてください。

IAM ログの設定
Identity and Access Manager では、デフォルト <INSTALL_DIR>/IdentityAccessManager/standalone/log/server.log にロ
グが書き込まれます。以下に強調表示するように、<INSTALL_DIR>/IdentityAccessManager/standalone/configuration
ディレクトリにある standalone.xml ファイルを編集して、ログ ファイルの場所を変更できます。

....

.....

........

<profile>

    <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:logging:3.0">

      <console-handler name="CONSOLE">

        <level name="INFO"/>

        <formatter>

          <named-formatter name="COLOR-PATTERN"/>

        </formatter>

      </console-handler>

      <periodic-rotating-file-handler autoflush="true" name="FILE">

        <formatter>

          <named-formatter name="PATTERN"/>

        </formatter>

        <file path="<DIRECTORY_PATH>/server.log"/>

        <suffix value=".yyyy-MM-dd"/>

        <append value="true"/>

      </periodic-rotating-file-handler>

      <logger category="com.arjuna">

        <level name="WARN"/>

      </logger>

      <logger category="org.jboss.as.config">

        <level name="DEBUG"/>

      </logger>

      <logger category="sun.rmi">

        <level name="WARN"/>

      </logger>

      <root-logger>

        <level name="INFO"/>

        <handlers>
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          <handler name="CONSOLE"/>

          <handler name="FILE"/>

        </handlers>

      </root-logger>

      <formatter name="PATTERN">

        <pattern-formatter pattern="%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS} %-5p [%c] (%t) %s%e%n"/>

      </formatter>

      <formatter name="COLOR-PATTERN">

        <pattern-formatter pattern="%K{level}%d{HH:mm:ss,SSS} %-5p [%c] (%t) %s%e%n"/>

      </formatter>

    </subsystem>

...

....

......

 

IAM と SSO の統合
この記事では、IAM （Identity Access Manager）と SSO （Single Sign-On）を統合するために必要な手順について説明
します。この統合は、IAM と通信する Service Virtualization コンポーネントが SSO に接続できるようにするために必要
です。

用語

• IAM （Identity Access Manager）
Service Virtualization は、認証および許可モジュールとして IAM Keycloak ラッパーを使用します。IAM は豊富な機能
を提供し、さまざまな認証メカニズムとの統合を実現します。

• Single Sign-On
Single Sign-On （旧称： SiteMinder®）ソリューションは、オンプレミス、クラウド、モバイル デバイスから、また
は特定のサイトでのアプリケーションおよび Web サービスへの安全なシングル サインオンと柔軟なアクセス管理を
提供します。

• Replying Party
RP （Replying Party）は、安全なソフトウェア アプリケーションへのアクセスを提供するサーバを指すために使用さ
れるコンピュータ用語です。

• OpenID 接続プロバイダ
OpenID 接続プロバイダは、openid 接続の実装を提供するアイデンティティ サーバ コンポーネントです。

Service Virtualization コンポーネントは、認証と許可の両方を処理する OpenID 接続プロトコルを使用して IAM に接続
します。現時点では、Service Virtualization のすべてのコンポーネントは、javascript アダプタを介して IAM に接続する
ことができます。このアダプタは、クライアントを設定し、URI をリダイレクトしてクライアントを検証します。SSO
との統合では、このコンセプトを一歩進め、open-id 接続プロトコルを使用して IAM を SSO に接続します。この場
合、IAM は依存パーティとして機能し、SSO は OpenID 接続プロバイダとして機能します。

IAM と SSO に対して実行する手順については、以下の記事に移動してください。

• IAM に対するアクション
• SSO に対するアクション
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IAM に対するアクション

1. サポート ページから、最新の DevTest Solutions バージョンをインストールします。
2. SSO アクセス ゲートウェイ証明書で IAM キーストアを設定します。SSO では Access Gateway で https 接続を使用
しているので、IAM のキーストアにアクセス ゲートウェイ証明書をインポートします。
a. Access Gateway がインストールされているシステムの以下のパスで、Access Gateway 証明書を見つけます。

<Install_dir>\F6\CA\secure-proxy\SSL\certs\server.crt

b. IAM がインストールされている場所に証明書（server.crt）をコピーします。
/usr/certs/server.crt

c. IAM がインストールされているフォルダを見つけます。例： $LISA_HOME/IdentityAccessManager
d. 以下のコマンドを実行して iam-truststore.ks ファイルに証明書をインポートします。要求されたら、証明書を信
頼します。
keytool -keystore “$LISA_HOME/IdentityAccessManager/certs/iam-truststore.ks" -importcert -file /usr/

certs/server.crt

3. サービス ファイルを使用するか、実行可能ファイル $LISA_HOME/IdentityAccessManager/bin/
IdentityAccessManager として IAM を起動します。

4. IAM URL、つまり、https://myiamurl:51111 を起動します。
5. SSO に接続する SSO ベースのアイデンティティ プロバイダを作成します。以下の図に示すように、アイデンティ
ティ プロバイダ セクションで OpenID Connect 1.0 アイデンティティ プロバイダを設定します。［SSO］ペー
ジ、［フェデレーション］、［OpenID 接続］、および［クライアント］セクションから、［認証 URL］、［トーク
ン URL］、［クライアント ID］、および［クライアント シークレット］を取得できます。

NOTE
ここでは、［SSO］セクションの example.com ホストを ssohost.com と想定しています。
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6. アイデンティティ プロバイダが作成されたら、OpenID 接続のリダイレクト URI を SSO の OpenID 接続クラ
イアント セクションに追加します。リダイレクト URI （例： https://chibo01-i3457.ca.com:51111/auth/realms/
service_virtualization/broker/oidc/endpoint）を取得し、そのリダイレクト URI を http://ssohost:8080/iam/
siteminder/console の SSO コンソール URI 内に追加します。

NOTE

OpenID プロバイダが、IAM に必要な電子メール、firstName、および lastName のクライアント スコープを
返すようにします。

7. アイデンティティ プロバイダ ページに移動し、作成された SSO アイデンティティ プロバイダに対するマッパーを
作成します。電子メール、firstName、および lastName を IAM ユーザの詳細情報とマップするマッパーを作成しま
す。
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8. 属性がマップされた後、アイデンティティ プロバイダにマッパーを作成し、ユーザが IAM に初めて追加されるとき
にデフォルト ロールを追加します。さらに、IAM にユーザが追加されると、IAM の［ユーザ］セクションで各ユーザ
に対するロールを設定できます。

NOTE
次の手順で SSO アイデンティティ プロバイダをデフォルトの認証メカニズムとして設定するので、IAM 管
理者ユーザに IAM 管理者ロール権限があることを確認してください。

9. OpenID 接続プロバイダが定義されたら、接続をテストするために［ログイン ページで非表示］オプションを切り替
えます。ログイン ページに表示されたボタンをクリックすると、最初にログイン ポップアップが表示されます。

NOTE
アクセスに使用される URL が完全修飾ドメイン名であることを確認してください。
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10.認証に成功すると、IAM ホーム ページが表示されます。このログインに成功すると、SSO による認証が成功
し、SSO で SMCOOKIE が正常に作成されたことが保証されます。テストに成功したら、［ログイン ページで非表
示］オプションを必ずオフにしてください。

11.アイデンティティ プロバイダに自動的にログインする  コンポーネント用のデフォルトのアイデンティティ プロバイ
ダを設定します。［認証］ページに移動し、［Identity Provider Redirector （アイデンティティ プロバイダ リダイ
レクタ）］-［アクション］の順に選択して、設定を行います。設定ページで、エイリアスとして SSO を追加し、デ
フォルトのアイデンティティ プロバイダとして oidc を追加します。

12. IAM が認証情報なしで自動的にログインするかどうかを確認します。

IAM の設定が正常に完了したら、 ポータルおよびエンタープライズ ダッシュボードに IAM クライアント情報を追加しま
す。IAM で作成される新しいクライアント名を定義します。phoenix.properties および dradis.properties ファイルにクラ
イアントのリダイレクト URI が自動的に追加されます。

シングル サインオン時のアクション

この記事は、SSO で OpenID 接続プロバイダを設定するために役立ちます。この手順は  コンポーネントで SSO を有効
化するために必要です。OpenID 接続プロバイダをセットアップすると、SSO と通信できます。

設定およびインストール手順の詳細については、SSO のドキュメントを参照してください。

OpenID 接続プロバイダを設定する以下の手順に進むには、SSO 製品に関する知識があることが前提となります。

NOTE
OpenID 接続プロバイダは SSO からのものですが、ここでの OpenID クライアントは SSO セットアップでは
ありません。

SSO で OpenID 接続プロバイダを設定する前に、以下の前提条件を満たしていることを確認します。

• Policy Server R12.7
– Policy Server のインストール
– CA Directory をセッション ストアとして設定

• Access Gateway R12.7
– Access Gateway のインストール
– Access Gateway システムでの SSL のセットアップ

Apache Web Server での SSL の手動設定
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前提条件

• OpenIDC クライアント URL は、OpenID 接続プロバイダを介して認証しようとしているクライアントです。この場
合、OpenID 接続 URL が https://localhost:51111/ 、つまり IAM URL だと仮定してみましょう。

• OpenIDC 接続プロバイダは、SSO ゲートウェイ プロバイダ URL です。SSO が www.example.com でホス
トされており、OpenIDC 接続プロバイダ URL が http://www.example.com/affwebservices/secure/
secureredirect  だと仮定します。

ユーザ ディレクトリの設定

SSO のドキュメントに従って、ユーザとグループに関する情報が含まれる任意のユーザ ディレクトリを設定します。

ドメインの設定

SSO のドメインを設定すると、ユーザ ディレクトリとルールに関連する情報を指定できます。ドメインの詳細について
は、「ドメイン」を参照してください。

Access Gateway システムで http://www.example.com/affwebservices/ URL を使用する場合、OpenIDC 属性を
返す前に SSO 環境にログインします。Access Gateway には、すでに有効になっている Web エージェントおよびエー
ジェント名があります。したがって、SSO ドメイン、保護されたリソース、ルール、およびポリシーを通じて、シンプ
ルな SSO 保護方式をセットアップできます。

以下の手順に従い、ドメインを設定します。

1. ポリシーを含める SSO ドメイン SPSTest を作成し、ユーザ ディレクトリを選択します。

SSO ドメインにはさまざまなレルムがあり、OpenIDC 接続プロバイダでは、/affwebservices/secure/secureredirect
レルムが使用されます。
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2. /affwebservices/secure/secureredirect レルムには Access Gateway Web エージェントが含まれています。ここで
は、基本認証方式が使用されますが、任意の認証方式を使用できます。
基本認証方式には、AllowGetPost という 1 つのルールが含まれています。

3. レルムのセッションに［永続性］を選択し、ポリシー サーバがレルムへのログイン後にユーザ セッションのセッ
ション ストアにエントリを作成するようにします。セッション ストアは、ログイン ユーザのランタイム属性を保存
するために使用されます。

 1587



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

4. レルムの AllowGetPost のルールでは、https://www.example.com/affwebservices/secure/
secureredirect* に効果的な保護リソースを提供するために、ワイルドカードを使用した正規表現としてルールを
セットアップします。

5. SSO ドメインのポリシーも単純で、UserDir ユーザ ストア内のすべてのユーザを許可します。
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6. 選択されたポリシー ルールで、/affwebservices/secure/secureredirect レルムの AllowGetPost ルールを選択します。

ログインすると、UserDir から /affwebservices/secure/secureredirect レルムにアクセスできます。ポリシーのセット
アップが完了しました。

7. http://www.example.com/affwebservices/secure/secureredirect/ を通じてポリシーのセットアップを
テストできます。UserDir から認証情報の入力を求められます。
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Open ID 接続プロバイダの設定

以下の手順に従い、Open ID 接続プロバイダを設定します。

1. ［フェデレーション］メニュー項目の下に、［OpenID 接続］およびサブメニュー［認証プロバイダ］がありま
す。www.example.com ドメインのプロバイダをセットアップします。

openId-provider-example には、以下の設定が含まれています。

2. プロバイダから X.509 証明書を生成します。

NOTE
この X.509 証明書は、Ag/SPS httpd Web サーバが SSL に使用するのと同じ証明書ではありません。
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3. ［ID トークンに署名］のみを選択します。［ユーザ情報の署名］を選択すると、トレース ログ ファイルにデータが
base64 として表示されます。

4. すでに存在する生成済みのクレームを削除し、以下のように新しいクレームを追加します。
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Open ID 接続クライアントの設定

以下の手順に従い、Open ID 接続クライアントを設定します。

1. OIDC クライアント セットアップで、［フェデレーション］-［クライアント］メニューから［クライアントの作
成］を選択します。

クライアント ID とクライアント シークレットが生成されます。IAM での実際のクライアント側のセットアップ中
に、これらの属性が必要になります。

2. スクリーン ショットに示されるように情報を追加します。リダイレクト URL では、IAM で作成された OpenID プ
ロバイダのリダイレクト URL を取得します。SSO のリダイレクト URI セクションにリダイレクト URI を指定しま
す。
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SSO 側の設定が完了しました。

Identity and Access Manager のトラブルシューティング
• IAM で接続が頻繁にダウンする場合はどうすればよいですか。

standalone.xml ファイルの <datasource jndi-name に以下のタグを追加します。
<validation>

 <valid-connection-checker class-name=“<Connection Checker Class for respective database>”></valid-

connection-checker>

 <background-validation>true</background-validation>

 <check-valid-connection-sql>select 1</check-valid-connection-sql>

</validation>

データベースに従って、以下に示す Connection Checker クラスを追加できます。
org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.db2.DB2ValidConnectionChecker

org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.mssql.MSSQLValidConnectionChecker

org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.mysql.MySQLValidConnectionChecker

org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.oracle.OracleValidConnectionChecker

org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.postgres.PostgreSQLValidConnectionChecker

アクセス制御（ACL）
アクセス制御（ACL）は、ユーザ認証とロール適用のために  で使用されるメカニズムです。ACL がユーザに付与するア
クセス権は、そのユーザのロール ベースのアクティビティを実行するために必要なアプリケーション機能のみを対象に
しています。

ポータルを使用して ACL を管理します。

ACL 管理

ACL 管理者は、以下のアクティビティを担当します。

• 個々のロールに権限をアサインします。
• のさまざまな部分へのアクセスを制限する。リソース グループにコンポーネントを割り当てることにより実現しま
す。

NOTE

ユーザとロールの作成、およびユーザへのロールの割り当ては、「Identity and Access Manager の設定」で実
行します。

管理者は、各ロールに関連する権限を割り当てるために、各種ロールをよく理解している必要があります。

WARNING

ACL システムの管理に、デフォルトのスーパー ユーザまたはシステム管理者ユーザを使用しないでください。
デフォルトのスーパー ユーザを使用して、デフォルト スーパー ユーザおよびシステム管理者と同じロールを
持つ新しいユーザを作成します。ACL システムの管理には新しいユーザを利用し、不正アクセスを防ぐため
に、デフォルト スーパー ユーザおよびシステム管理者のパスワードを変更してください。

認証

によるユーザ認証方法を決定できます。ユーザとロールは「Identity and Access Manager の設定」で作成され、そこで
特定のユーザにロールを割り当てることもできます。IAM データベースにユーザを手動で追加するか、LDAP サーバを認
証に使用できます。
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認証

は、ユーザのビジネス ロールに基づいて、各ユーザがアクセスできる機能を制限します。 では、インストールの際
に、12 個を超える標準ロールがセットされます。標準ユーザとしてログオンすることにより、さまざまなロールを持っ
たユーザがどのように  を経験するかを知ることができます。標準ユーザには、一意の標準ロールが割り当てられます。

ロールが作成されてユーザに割り当てられる場所は Identity and Access Manager ですが、権限が各ロールに割り当てら
れる場所は ACL です。ロールは、1 つの権限セットを付与します。複数のロールを割り当てることもできますが、責任
が重いロールには関連する責任が軽いロールの権限が含まれるため、必要なことはほとんどありません。

以下のアクティビティは、権限を使用して制御できるアクティビティの例です。

• テスト ケースの作成
• ステージング ドキュメントの作成
• テスト ケースのステージング

権限のタイプ
権限は、以下のタイプに分類できます。

ブール値

ほとんどの権限はブール値です。これらの権限は、アクティビティが許可されているか、許可されていないかを示しま
す。

たとえば、「レジストリの停止」権限は、ユーザがレジストリを停止できるかどうかを示します。

数値制限

権限は、数値制限を表すことができます。

たとえば、「テストのステージング」権限は、指定された最大数の仮想ユーザを使用してユーザがテスト ケースをス
テージングすることを許可します。

数値制限権限の値は、-1、0、または正の整数である必要があります。

値が -1 である場合、権限が許可され、数値制限はありません。

値が 0 である場合、権限が拒否されます。

標準権限
権限は、ユーザが特定のアクティビティを実行できるかどうかを制御します。

親権限が許可されると、子権限はすべて許可されます。

以下のトップ レベル権限は自動的に作成されます。

ユーザおよびロール管理権限

ユーザおよびロール管理権限は、ユーザがアクセス制御（ACL）を管理することを許可するブール値権限です。

リソース管理権限

リソース管理権限は、ユーザがリソース グループを管理することを許可するブール値権限です。
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テスト/スイート管理権限

テスト/スイート管理権限には、以下の子権限が含まれます。

子権限 タイプ 説明
テストのステージング 数値制限 指定された最大数の仮想ユーザを使用して

ユーザがテスト ケースをステージングする
ことを許可します。

スイートのステージング 数値制限 指定された最大数の仮想ユーザを使用して
ユーザがスイートをステージングすること
を許可します。

テストの停止 ブール値 テストを停止することを許可します。
テストの強制終了 ブール値 テストを強制終了することを許可します。
テストの最適化 ブール値 テストを最適化することを許可します。
テストの表示 ブール値 ユーザがテスト ケースを表示することを許

可します。
テストのクイック ステージング ブール値 ユーザがクイック テストをステージングす

ることを許可します。
ローカル スイートのステージング ブール値 ユーザがスイートをローカルに実行するこ

とを許可します。

仮想サービス管理権限

仮想サービス管理権限には、以下の子権限が含まれます。

子権限レベル 1 子権限レベル 2 子権限レベル 3 タイプ 説明
VSE ダッシュボードの表
示

  ブール値 VSE をモニタすることを
許可します。

VSE サーバ管理   ブール値  
 VSE トラッキング デー

タ クリーンアップの設定
 ブール値 指定された時間よりも古

いトラッキング データを
削除するプロセスをユー
ザが設定することを許可
します。

 VSE サーバの停止  ブール値 ユーザが仮想サービス環
境をシャットダウンする
ことを許可します。

 VSE サーバのリセット  ブール値 ユーザが仮想サービス環
境をリセットすることを
許可します。

 VSE サーバのモニタ  ブール値 ユーザが仮想サービス環
境をモニタすることを許
可します。

VSE サービスの管理   ブール値  
 VSE サービスの展開  ブール値 ユーザが仮想サービスを

展開することを許可しま
す。
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 VSE サービス アーカイ
ブの取得

 ブール値 仮想サービスと関連付け
られたモデル アーカイブ
（MAR）をユーザがダウ
ンロードすることを許可
します。

 VSE サービスの実行  ブール値  
  VSE サービスの開始 ブール値 ユーザが仮想サービスを

開始することを許可しま
す。

  VSE サービスの停止 ブール値 ユーザが仮想サービスを
停止することを許可しま
す。

 展開された VSE サービ
スの更新

 ブール値  

  仮想サービス容量の更新 ブール値 展開された仮想サービス
の同時実行数をユーザが
更新することを許可しま
す。

  仮想サービス反応時間ス
ケールの更新

ブール値 展開された仮想サービス
の反応時間スケールをユ
ーザが更新することを許
可します。

  仮想サービス自動再起動
の更新

ブール値 展開された仮想サービス
の自動再起動オプション
をユーザが更新すること
を許可します。

  仮想サービス グループ
タグの更新

ブール値 展開された仮想サービス
のグループ タグをユーザ
が更新することを許可し
ます。

 仮想サービス実行モード
の設定

 ブール値 展開された仮想サービス
の新しい実行モードをユ
ーザが選択することを許
可します。

 仮想サービス トランザク
ション数のリセット

 ブール値 展開された仮想サービス
のトランザクション数お
よびエラー数をユーザが
リセットすることを許可
します。

 仮想サービス イメージの
修復

 ブール値 ユーザがモデルの修正を
実行することを許可しま
す。
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 管理権限

管理権限には、以下の子権限が含まれます。

子権限 タイプ 説明
のデバッグ ブール値 ユーザがサーバ コンポーネントのヒープ

ダンプの作成、スレッド ダンプの作成、お
よびガベージ コレクションを実行すること
を許可します。

レジストリのモニタ ブール値 ユーザがレジストリ モニタにアクセスする
ことを許可します。

レジストリのリセット ブール値 ユーザがレジストリをリセットすることを
許可します。

レジストリの停止 ブール値 ユーザがレジストリを停止することを許可
します。

コーディネータのモニタ ブール値 コーディネータ ステータス メッセージを
表示することを許可します。

コーディネータのリセット ブール値 コーディネータをリセットすることを許可
します。

コーディネータの停止 ブール値 コーディネータを停止することを許可しま
す。

シミュレータのモニタ ブール値 シミュレータ ステータス メッセージを表
示することを許可します。

シミュレータのリセット ブール値 シミュレータをリセットすることを許可し
ます。

シミュレータの停止 ブール値 シミュレータを停止することを許可します
。

 

CVS 管理権限

CVS 管理権限には、以下の子権限が含まれます。  

子権限 タイプ 説明
CVS ダッシュボードの表示 ブール値 ポータルの CVS タブにアクセスすること

を許可します。
モニタを CVS に展開/再展開 ブール値 ユーザが CVS モニタを展開/再展開するこ

とを許可します。
モニタを CVS から削除 ブール値 ユーザが CVS モニタを削除することを許

可します。
モニタを CVS 上ですぐに実行 ブール値 いつ実行されるようにスケジュールされて

いるかにかかわらず、ユーザが CVS モニ
タをすぐに実行することを許可します。

モニタを CVS 上でアクティブ化/非アク
ティブ化

ブール値 ユーザが CVS モニタをアクティブ化/非ア
クティブ化することを許可します。
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レポート管理権限

レポート管理権限には、以下の子権限が含まれます。  

子権限 タイプ 説明
レポート コンソールにアクセス ブール値 レポート ナビゲーション メニューにアク

セスすることを許可します。
レポート データの表示 ブール値 自分のレポート データを表示することを許

可します。
他のユーザのレポート データの表示 ブール値 他のユーザのレポート データを表示するこ

とを許可します。
PDF レポート データの表示 ブール値 自分のレポート データを PDF ファイルと

して表示することを許可します。
他のユーザの PDF レポート データの表示 ブール値 他のユーザのレポート データを PDF ファ

イルとして表示することを許可します。
Excel レポート データのエクスポート ブール値 自分のレポート データを Excel ファイルと

してエクスポートすることを許可します。
他のユーザの Excel レポート データのエク
スポート

ブール値 他のユーザのレポート データを Excel ファ
イルとしてエクスポートすることを許可し
ます。

メトリック/イベント管理

メトリック/イベント管理権限には、以下の子権限が含まれます。

子権限 タイプ 説明
メトリックをランタイムに追加 ブール値 ユーザが実行時にメトリックを追加するこ

とを許可します。
メトリックをランタイムに削除 ブール値 ユーザが実行時にメトリックを削除するこ

とを許可します。
メトリック収集の一時停止 ブール値 ユーザがメトリック収集を一時停止するこ

とを許可します。
間隔データの保存 ブール値 ユーザが間隔データを保存することを許可

します。
メトリック データの保存 ブール値 ユーザがメトリック データを保存すること

を許可します。
イベント データの保存 ブール値 ユーザがイベント データを保存することを

許可します。

 

CAI 管理権限

CAI 管理権限には、以下の子権限が含まれます。

子権限 タイプ 説明
パスの表示 ブール値 ユーザが  ポータルでパスを表示すること

を許可します。
ベースラインの作成 ブール値 ユーザが  ポータルでベースラインを作成

することを許可します。
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仮想サービス モデルの作成 ブール値 ユーザが  ポータルで仮想サービス モデル
および RAW トラフィック ファイルを作成
することを許可します。

抽出データ ブール値 ユーザが  ポータルでデータ セットを作成
することを許可します。

チケットの表示 ブール値 ユーザが  ポータルでチケットを表示する
ことを許可します。

チケットの編集 ブール値 ユーザが  ポータルでチケットを編集する
ことを許可します。

エージェントの表示 ブール値 ユーザが  ポータルでエージェントを表示
することを許可します。

エージェント管理 ブール値 ユーザが  ポータルでエージェントに対す
るディスパッチを開始/停止することを許可
します。

パスのインポート ブール値 ユーザが  ポータルでパスをインポートす
ることを許可します。

パスのエクスポート ブール値 ユーザが  ポータルからパスをエクスポー
トすることを許可します。

パスの削除 ブール値 ユーザが  ポータルからパスを削除するこ
とを許可します。

ドキュメントの作成 ブール値 ユーザが  ポータルでトランザクションか
らドキュメントを作成することを許可しま
す。

文書化されたトランザクションの表示 ブール値 ユーザが文書化されたトランザクションを 
ポータルで表示することを許可します。

文書化されたトランザクションの作成 ブール値 ユーザが  ポータルでテスト用にトランザ
クションを文書化することを許可します。

Edit Point of Interest （注目ポイントの編
集）

ブール値 ユーザが  ポータルで注目ポイントのトラ
ンザクションを編集することを許可しま
す。

View Point of Interest （注目ポイントの表
示）

ブール値 ユーザが  ポータルで注目ポイントのトラ
ンザクションを表示することを許可しま
す。

 

権限

権限には、以下の子権限が含まれます。

子権限 タイプ 説明
の開始 ブール値 ユーザが  を開始することを許可します。
設定の表示 ブール値 ユーザが設定を表示することを許可します

。
設定の編集 ブール値 ユーザが設定を編集することを許可します

。
新規設定の作成 ブール値 ユーザが設定を作成することを許可します

。
ステージング ドキュメントの表示 ブール値 ユーザがステージング ドキュメントを表示

することを許可します。
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ステージング ドキュメントの編集 ブール値 ユーザがステージング ドキュメントを編集
することを許可します。

新規ステージング ドキュメントの作成 ブール値 ユーザがステージング ドキュメントを作成
することを許可します。

スイートの表示 ブール値 ユーザがスイートを表示することを許可し
ます。

スイートの編集 ブール値 ユーザがスイートを編集することを許可し
ます。

新規スイートの作成 ブール値 ユーザがスイートを作成することを許可し
ます。

テスト ケースの表示 ブール値 ユーザがテスト ケースを表示することを許
可します。

テスト ケースの編集 ブール値 ユーザがテスト ケースを編集することを許
可します。

新規テスト ケースの作成 ブール値 ユーザがテスト ケースを作成することを許
可します。

監査ドキュメントの表示 ブール値 ユーザが監査ドキュメントを表示すること
を許可します。

監査ドキュメントの編集 ブール値 ユーザが監査ドキュメントを編集すること
を許可します。

新規監査ドキュメントの作成 ブール値 ユーザが監査ドキュメントを作成すること
を許可します。

仮想サービス モデルおよびデータ セット
の表示

ブール値 ユーザが仮想サービス モデルおよびデータ
セットを表示することを許可します。

仮想サービス モデルおよびデータ セット
の編集

ブール値 ユーザが仮想サービス モデルおよびデータ
セットを編集することを許可します。

新規仮想サービス モデルの作成 ブール値 ユーザが仮想サービス モデルを作成するこ
とを許可します。

仮想サービス イメージの表示 ブール値 ユーザがサービス イメージを表示すること
を許可します。

仮想サービス イメージの編集 ブール値 ユーザがサービス イメージを編集すること
を許可します。

新規仮想サービス イメージの作成 ブール値 ユーザがサービス イメージを作成すること
を許可します。

Copybook バンドルの表示 ブール値 Copybook バンドルを表示することができ
ます。

Copybook バンドルの編集 ブール値 Copybook バンドルを編集することができ
ます。

Copybook バンドルの作成 ブール値 Copybook バンドルを作成することができ
ます。

ITR を実行 ブール値 ユーザが対話型テスト ラン（ITR）ユー
ティリティを開始することを許可します。

すぐに再生を実行 ブール値 ユーザが対話型テスト ラン（ITR）ユー
ティリティで特定の時点にテスト ケースを
再生することを許可します。

ITR プロパティの表示 ブール値 ユーザが対話型テスト ラン（ITR）ユー
ティリティで［プロパティ］タブを表示す
ることを許可します。
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ITR テスト イベントの表示 ブール値 ユーザが対話型テスト ラン（ITR）ユー
ティリティで［テスト イベント］タブを表
示することを許可します。

 

 

DevTest ワークステーションからのユーザ情報の表示
にログインしている場合は、以下の情報を提供するダイアログ ボックスを開くことができます。

• ユーザ名の一意の ID
• 割り当てられているロール
• 割り当てられている権限

以下の手順に従います。

1. メイン メニューから［システム］-［セキュリティ権限の表示］を選択します。
［ユーザのセキュリティ権限］ダイアログ ボックスが表示されます。

2. 表示された情報を確認し終わったら、ダイアログ ボックスを閉じます。

ロール権限の管理
各ロールに割り当てられた権限を追加または削除するには、 ポータルを使用します。

NOTE

ロールの作成、およびユーザへのロールの割り当ては、「Identity and Access Manager の設定」で実行しま
す。

ポータルの［ロール］タブには、ロールおよび権限が表示されます。

• 各ロールは、その有効なユーザ タイプと共に表示されます。これにより、エンタープライズ ダッシュボードにレポー
トされるユーザ タイプを識別します。ロールを選択すると、［権限］タブが表示されます。その左の列には使用可能
な権限が示され、右の列にはロールに割り当てられている権限が示されます。

• ユーザが複数のロールを持っている場合、アクションを問い合わせる権限の単一のリストに各ロールのすべての権限
が集約されます。

ロールを選択すると、右側の［権限］タブにデータが入力されます。このタブで親権限をオンにすると、子権限も自動的
にオンになります。親権限をオフにすると、子権限も自動的にオフになります。子権限をオフにすると、親のチェックが
ダッシュになり、子が部分的に選択されていることが示されます。最後の子権限の選択を解除すると、親の選択も解除さ
れます。

［ロール］タブでは、任意の列の表示/非表示を切り替えることができます。列のドロップダウン矢印をクリックしま
す。列を非表示にするには、［列を表示しない］を選択します。非表示の列を表示するには、［フィルタ］アイコンを選
択し、非表示の列の名前をクリックします。

ロールの権限の更新する方法

1. ポータルで、［設定］-［アクセス制御］-［ロール］の順にクリックします。
［ロール］タブが表示されます。
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2. 左側のパネルで更新するロールの名前をクリックします。
選択したロールの詳細は、右側の［ロール情報］パネルに表示されます。［権限］タブに、使用可能および割り当て
られた権限が表示されます。子権限を表示するアクセス権の［展開］アイコンをクリックします。

NOTE

［すべての実効ユーザ タイプ］フィールドでは、このロールで使用されるすべてのユーザ タイプが識別さ
れます。たとえば、ロールに割り当てられている識別されたユーザ タイプにはそれぞれ少なくとも 1 つの
権限があります。

3. このロールに権限を追加する方法
a. ［権限］タブの［使用可能］列で追加する各権限のチェック ボックスをオンにします。
b. 権限に、数値制限が含まれている場合は、権限の隣にあるテキスト ボックスに、数値制限を入力します。 
c. 右方向矢印（選択した権限を付与）をクリックし、［割り当て済み］列に追加します。

4. このロールから権限を削除する方法。
a. ［権限］タブの［割り当て済み］列から削除する各権限のチェック ボックスをオンにします。
b. 左方向矢印（選択した権限を取り消し）をクリックします。選択した権限が取り消され、［使用可能］列に移動
します。

5. ロールにユーザ タイプをすばやく割り当てるには、［クイック選択］ボタンをクリックし、ドロップダウン リスト
からユーザ タイプを選択します。

6. ［保存］をクリックします。
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リソース グループ
リソース グループは、1 つ以上の  または VSE に対して定義され、ユーザまたはプロジェクトがアクセスできるリソー
スを決定します。次にどのロールがどのリソースを使用できるかを決定するために、ロールとリソース グループを関連
付けます。

TIP

ローカル レジストリや VSE のあるサイトなど、小規模な環境がある場合は、VSE に固有のアクセスを制限す
るなどのアクセスを制御するリソース グループを設定する必要があります。ただし、運用および開発グループ
の間でのアクセスを制限するリソース グループの設定が必要になる場合があります。

リソース グループの管理

ポータルを使用して、リソース グループの追加、リソース グループの詳細の変更、リソース グループの削除、および
リソース グループからのリソースの削除を行います。

［リソース グループ］タブでは、任意の列の表示/非表示を切り替えることができます。列のドロップダウン矢印をク
リックします。列を非表示にするには、［列を表示しない］を選択します。非表示の列を表示するには、［フィルタ］ア
イコンを選択し、非表示の列の名前をクリックします。

リソース グループを追加する方法

1. ポータルで、［設定］-［アクセス制御］-［リソース グループ］の順にクリックします。
2. ［リソース グループの追加］をクリックします。［新規リソース グループの追加］ダイアログ ボックスが表示され
ます。

3. ［名前］フィールドに、リソース グループの一意の名前を入力します。名前には、英数字、スペース、ハイフン、ま
たはアンダースコアのみを含める必要があります。

4. ［説明］フィールドに、リソース グループの説明を入力します。
5. ［リソース］タブで、グループの行を強調表示してリソースを選択します。
6. 列間の矢印をクリックして、リソースを［利用可能］列から［割り当て済み］列に移動します。
リソースのリストをフィルタするには、列の上部にある［フィルタを入力］フィールドに入力します。

7. ［保存］をクリックします。
［リソース グループ］タブにリソースが表示され、関連付けられているリソース グループが［リソース グルー
プ］列に表示されます。

リソース グループを表示する方法

1. 表示をリフレッシュするには、ウィンドウの右上隅にある［リフレッシュ］をクリックします。
2. 非アクティブであるが、まだリソース グループに関連付けられているリソースは、［接続切断済み］のステータスで
さ表示れます。

リソース グループを削除する方法

1. リソース グループの［アクション］列で、［削除］アイコンをクリックします。
2. ドロップダウン リストから、［リソース グループの削除］を選択します。
3. ［確認してください］ダイアログ ボックスで［削除］をクリックします。
4. 複数のリソース グループを削除するには、削除するグループの左側にあるチェック ボックスをオンにし、［リソー
ス グループの削除］ボタンをクリックします。

リソース グループをコピーする方法

1. リソース グループの［アクション］列で、［コピー］アイコンをクリックします。
2. ［新規リソース グループの追加］ダイアログ ボックスにリソース グループのコピーが表示されます。
3. リソース グループの追加の場合と同じように操作を続けます。
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リソース グループからリソースを削除する方法

1. ［リソース］タブで、［割り当て済み］列のリソースを強調表示し、列の上部にある左矢印をクリックします。
2. ［保存］をクリックします。

リソース グループへのロールの付与

リソース グループにロールを付与するには、以下の手順に従います。

1. ポータルで、［設定］-［アクセス制御］-［リソース グループ］の順にクリックします。
2. リソース グループを選択します。
3. ［リソース グループ内のロール］タブを選択します。
4. ［利用可能］列で、ロールを選択してから、列間の右矢印をクリックしてロールを［割り当て済み］列に移動しま
す。

5. ［保存］をクリックします。

アクセスを制御するためのリソース グループの使用

リソースへのアクセスの制御は、アクセス制御（ACL）の他に、リソース グループを使用して行えます。

以下の手順に従います。

1. 組織に適したリソース グループを追加します。手順については、「リソース グループの管理」を参照してくださ
い。

2.  で設定ファイルを開くには、プロジェクト パネルでダブルクリックします。
3. パネルの下部にある［追加］をクリックします。
4. プロパティ エディタで［キー］列をクリックします。
5. プロパティのリストから、［RESOURCE_GROUP］を選択します。
6. ［値］列をクリックします。
7. この設定に関連付けるリソース グループを選択します。
ドロップダウン リストからは 1 つのリソース グループのみを選択できます。ただし、［値］列を編集すると、カン
マ区切りでリソース グループのリストを入力できます。

8. 設定を保存するには、［保存］をクリックします。

この設定を使用してステージングするすべてのテスト ケース、テスト スイート、または VSM は、そのリソース グルー
プ内のリソースを使用するように制限されます。

NOTE
リソース グループの関連付けは、設定がアクティブな設定である場合にのみ有効です。

 

リソース
リソースとは、コーディネータ、サーバ、および VSE のことです。

リソースの管理

ポータルを使用して、切断されたリソースの削除および選択したリソースのリソース グループの割り当ての変更を行い
ます。

［リソース］タブでは、任意の列の表示/非表示を切り替えることができます。列のドロップダウン矢印をクリックしま
す。列を非表示にするには、［列を表示しない］を選択します。非表示の列を表示するには、［フィルタ］アイコンを選
択し、非表示の列の名前をクリックします。

リソースを削除する方法
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切断されたリソースのみを削除することができます。

1. ポータルで、［設定］-［アクセス制御］-［リソース］の順にクリックします。
2. リソースの［アクション］列で、［削除］アイコンをクリックします。
3. ドロップダウン リストから、［リソースの削除］を選択します。
4. ［確認してください］ダイアログ ボックスで［削除］をクリックします。
5. 複数のリソースを削除するには、削除するリソースの左側にあるチェック ボックスをオンにし、［リソースの削
除］ボタンをクリックします。

リソースのリソース グループの割り当てを変更する方法

1. ポータルで、［設定］-［アクセス制御］-［リソース］の順にクリックします。
2. リソースの行を強調表示して、リソースを選択します。
［リソース情報］タブが表示されます。

3. 列間の矢印をクリックして、リソース グループを［利用可能］列から［割り当て済み］列に移動します。
リソース グループのリストをフィルタするには、列の上部にある［フィルタを入力］フィールドに入力します。

4. ［Save］をクリックします。

 

通信を保護するための SSL の使用
デフォルトでは、コンポーネント間の通信は暗号化されていないプロトコルを使用します。必要に応じて、SSL
（Secure Sockets Layer）を使用してネットワーク トラフィックを暗号化できます。たとえば、パブリック クラウドで
ラボを実行し、ワークステーションから送信されたトラフィックが暗号化されるようにするとします。

SSL を有効にする最も簡単な方法は、 プロパティを設定することです。

lisa.net.default.protocol=ssl

このプロパティは、site.properties では指定できません。これは、ブートストラップ段階では遅すぎるためです。この
プロパティは、local.properties （またはコマンド ライン）で指定する必要があります。

追加のパラメータなしでレジストリを起動する場合（たとえば、レジストリがポート 2010 （通常のポート）でリスン
し、クライアントが SSL プロトコルを使用すると想定する場合）、レジストリのサービス名は ssl://hostname:2010/
Registry です。

からのそのレジストリに接続する場合、通常の tcp://hostname:2010/Registry ではなく、ssl://hostname:2010/Registry を
使用します。同じコンピュータ上のシミュレータを起動する場合、シミュレータは ssl://hostname:2014/Simulator で使用
可能であり、自動的に ssl://hostname:2010/Registry でレジストリに接続します（プロパティの変更は不要）。

また、SSL と通常の TCP プロトコルを混在させることもできます。lisa.net.default.protocol プロパティをデフォルト
設定（tcp）のままにする場合、デフォルトの「tcp:」プレフィックスではなく、「ssl:」プロトコル プレフィックスを使
用して個別のサービスの名前を指定することにより、SSL 用の特定のサービスを有効にできます。たとえば、SSL モー
ドでレジストリを起動するには、以下のように指定します。

Registry --name=ssl://reghost.company.com:2010/Registry

SSL を有効にするには、サービス名で「tcp」の代わりに「ssl」を使用します。以下に例を示します。

Registry --name=ssl://reghost.company.com:2010/Registry
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これは、SSL を有効にした状態でレジストリを起動します。

このレジストリにシミュレータを接続するには、完全修飾レジストリ アドレスを使用してシミュレータを起動します。

Simulator --name=ssl://simhost.company.com:2014/Simulator --registry=ssl://
reghost.company.com:2010/Registry

このコマンドは、SSL を使用してシミュレータを保護しながらレジストリと通信するようにシミュレータに指示しま
す。シミュレータ自体を保護する必要がない場合は、以下のようにします。

Simulator --registry=ssl://reghost.company.com:2010/Registry

保護されたサーバと保護されていないサーバを混在させることは一般的ではありません。ただし、保護されていないサー
バをファイアウォールの内部、保護されたサーバをパブリック クラウドに配置する場合があります。SSL 暗号化には多
少のオーバーヘッドを伴いますが、それはハードウェアによって大きく異なります。

lisa.net.default.protocol プロパティは、ActiveMQ 接続用のデフォルト プロトコルを定義します。このプロパティは、
コンポーネントの起動時に使用されるプロトコルには影響しません。

エンタープライズ ダッシュボードが SSL を使用するように設定済みの場合は、lisa.enterprisedashboard.server.url プ
ロパティの値が ssl となるように設定する必要があります。local.properties ファイルの以下のプロパティを設定しま
す。

エンタープライズ ダッシュボードとのすべての通信は、web サーバ ポート（デフォルトでは 1506）を介して行わ
れ、HTTP または HTTPS のいずれかを使用します。

HTTPS を使用するようにエンタープライズ ダッシュ ボードを設定するには、（_dradis.properties ファイルをコピー
して） dradis.properties ファイルを作成し、dradis.webserver.https.enabled プロパティのコメント化を解除します。

dradis.webserver.https.enabled=true

エンタープライズ ダッシュ ボードが HTTPS を使用することを認識できるようにレジストリを設定するに
は、site.properties ファイル内の devtest.enterprisedashboard.https.enabled プロパティのコメント化を解除しま
す。

devtest.enterprisedashboard.https.enabled=true

レジストリと、デフォルトで SSL を使用するその他のすべてのコンポーネントを設定するには、local.properties ファ
イルの lisa.net.default.protocol の値のコメント化を解除します。

lisa.net.default.protocol=ssl

 

SSL 証明書
デフォルトでは、自己署名証明書は、コンポーネント間のメッセージを暗号化および復号化します。VSE も、https:// ス
タイルの Web トラフィックを記録するときに、この証明書を使用します。この証明書は、LISA_HOME\webreckeys.ks
ファイル内にあります。
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デフォルト プロトコルを SSL に設定し、それ以外は何も変更していない場合、「内部 」証明書が使用されます。（ユー
ザの組織のみではなく）すべての  ユーザがこの内部証明書を共有します。この証明書を使用することによってネット
ワーク トラフィックは暗号化されます。この証明書を使用しても、権限のないユーザがパブリック クラウド上のシミュ
レータに接続することは防止できません。このタイプの不正アクセスを防ぐには、独自の証明書を使用します。「既知
の」  証明書を使用し続けることもできますが、アクセス制御を有効にしてください。

独自の証明書を使用する場合、以下のプロパティを指定することによって証明書キーストアよりも優先できます。

lisa.net.keyStore=/path/to/keystore.ks

lisa.net.keyStore.password=plaintextPassword

では、プレーン テキスト パスワードが初めて読み取られると、そのパスワードが暗号化されたプロパティに変換されま
す。

lisa.net.keyStore.password_enc=33aa310aa4e18c114dacf86a33cee898

独自の自己署名証明書の使用
この例では、JRE （Java Runtime Environment）に含まれている keytool ユーティリティを使用します。

独自の自己署名証明書を作成する方法

1. セキュリティ管理者と共同で作業して、自己署名証明書を作成します。
2. 証明書ファイルを LISA_HOME にコピーして、local.properties を更新します。

lisa.net.keyStore={{LISA_HOME}}keystore.ks

lisa.net.keyStore.password=MyNewSecretPassword

3. では、プレーン テキスト パスワードが初めて読み取られると、そのパスワードが暗号化されたプロパティに変換さ
れます。

lisa.net.keyStore.password_enc=33aa310aa4e18c114dacf86a33cee898

サーバ側の接続設定はこれで完了です。
4. クライアントを設定します。
この証明書は自己署名されているため、証明書を信頼するように明示的にクライアントに指示します。通常、SSL
サービスに接続（たとえば、ブラウザを使用して https://www.MyBank.com に接続）すると、信頼された認証局に
よって証明書が認証されます。信頼されたサード パーティは自己署名証明書を認証しないため、証明書をトラスト
ストアに追加する必要があります。

lisa.net.trustStore={{LISA_HOME}}trustStore.ts

lisa.net.trustStore.password=MyNewSecretPassword

同じ keytool ユーティリティがトラスト ストアを操作します。一般的に、キーストアには 1 つの証明書が含まれ、ト
ラスト ストアには 1 つ以上の証明書が含まれます。

5. サーバ キーストアの証明書をエクスポートします。
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keytool -exportcert -rfc -alias serverA -keystore keyStore.ks -file serverA.cer

-rfc は、コピーおよび貼り付けを容易に行えるように、バイナリではなく ASCII テキストとして証明書をエクスポー
トすることを意味します。この例では、結果として生成される serverA.cer ファイルは以下のようになります。

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIICEzCCAXygAwIBAgIEThZnYzANBgkqhkiG9w0BAQUFADBOMQswCQYDVQQGEwJDQjELMAkGA1UE

CBM420IxCzAJBgNVBAcTAkNCMQswCQYDVQQKEwJDQjELMAkGA1UECxMCQ0IxCzAJBgNVBAMTAkNC

MB4XDTExMDcwODAyMTE0N1oXDTEyMDcwNzAyMTE0N1owTJELMAkGA1UEBhMCQ0IxCzAJBgNVBAgT

AkNCMQswCQYDVQQHEwJDQjELMAkGA1UECDMCQ0IxCzAJBgNVBAsTAkNCMQswCQYDVQQDEwJDQjCB

nzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAhYfaN+dCrKQwYZ+KeaaPUI8DeXNiqQ/mS+KGnXnh

Pz08vdX/7HDLW4pzFhntjmkxxOi9dMwlO2thTD1cOxI571PotenMENo4nyiUAEnMK9MTiWEYr2cQ

b6/TUueBCjRJ9I0GPCI0WPS+0Na2Q/wq8gPCHmDRpw1Xgo4uZ1v6C/ECAwEAATANBgkqhkiG9w0B

AQUFAAOBgQByCsX9EoBFIGhcSwoRwEvapIrv8wTaqQPOKKyeIevSmbnERRu6+oi+cJftbdEfw6GG

CBddJH+dGZ9VeqLU8zBGasbU+JPzG5ElOgOXcUGeQQEaM1YMv6XWrIwNSljQk/MPZSt3ROtJOlae

JPKJXSQ610xof9+yLHH0ebUGhUjdlQ==

-----END CERTIFICATE-----

6. この証明書をクライアント トラスト ストアに追加します。
トラスト ストア ファイルを作成しているため、パスワードを 2 回入力します。このクライアント トラスト ストアに
さらに証明書を追加する場合は、パスワードを 1 回入力します。

prompt> keytool -importcert -file serverA.cer -keystore trustStore.ts

Enter keystore password:

Re-enter new password:

Owner: CN=serverA, OU=dev, O=itko, L=Dallas, ST=Texas, C=US

Issuer: CN=serverA, OU=dev, O=itko, L=Dallas, ST=Texas, C=US

Serial number: 4e155338

Valid from: Thu Jul 07 16:33:28 EST 2011 until: Wed Oct 05 17:33:28 EST 2011

Certificate fingerprints:
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     MD5:  5B:10:F6:C8:02:3E:36:F5:AA:6D:FC:10:EF:F5:7F:54

     SHA1: 09:DA:8E:71:7C:D5:BB:44:89:14:13:07:F4:A1:C7:06:35:CD:BE:B1

     Signature algorithm name: SHA1withRSA

     Version: 3

Trust this certificate? [no]:  yes

Certificate was added to keystore

これにより、強力に暗号化された方法で、パブリック クラウドにある  サーバと通信できます。相互通信には、2 つ
の  コンポーネントの両側に証明書が必要です。

7. クライアントが複数のリモート SSL サーバと通信する場合、同じ keytool コマンドを実行して証明書をトラスト スト
アにインポートします。

NOTE
トランスポート レベルのセキュリティ（SSL）に加えて、よりきめ細かなアクセス制御リスト（ACL）を有
効にすることもできます。アクセス制御リストを使用すると、ユーザはユーザ名およびパスワードによって
認証する必要があります。このタイプのセキュリティは、HTTPS を使用していてもユーザ ID の提示を必要
とする金融機関の Web サイトに似ています。

複数の証明書による SSL の使用
設定した  のローカル コピーが複数のサーバ証明書を使用して安全に通信するためには、各サーバ証明書をローカルのト
ラストストア ファイルに追加します。

この例では、serverA、serverB、および workstation を使用します。

serverA の管理者は、keytool を使用して証明書をエクスポートします。

serverA> keytool -exportcert -alias lisa -file serverA.cer -keystore serverA.ks

同様に、serverB の管理者は serverB の証明書をエクスポートします。

serverB> keytool -exportcert -alias lisa -file serverB.cer -keystore serverB.ks

serverA.cer および serverB.cer のコピーを取得し、それらをクライアント トラスト ストアにインポートします。

workstation>keytool -importcert -alias serverA -file serverA.cer -
keystore trustStore.ts 

workstation>keytool -importcert -alias serverB -file serverB.cer -keystore trustStore.ts

トラスト ストアを変更するために、そのパスワードを入力します。
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ワークステーションがこのトラストストア（この時点で serverA と serverB の両方の証明書が含まれます）を使用してい
ることを確認します。

このファイルを LISA_HOME にコピーし、以下のように local.properties を更新します。

lisa.net.trustStore={{LISA_HOME}}trustStore.ts

lisa.net.trustStore.password_enc=33aa310aa4e18c114dacf86a33cee898

を実行するときに、レジストリを選択できます。

ssl://serverA:2010/Registry

および

ssl://serverB:2010/Registry

ssl://serverC:2010/Registry に接続しようとすると、必要な証明書がないため、 は接続を拒否します。

相互（双方向）認証
サーバとクライアントの両方が相互に認証する必要があるように  を設定することができます。このタイプの認証では、
サーバ側でプロパティを設定する必要があります。

lisa.net.clientAuth=true

各クライアントがクライアント トラスト ストア内にサーバ証明書を必要とするのに加えて、サーバ コンポーネントは
サーバ トラスト ストア内に各クライアントのクライアント証明書を必要とします。

serverA>keytool -importcert -alias clientX -file clientX.cer -keystore trustStore.ts 

serverA>keytool -importcert -alias clientY -file clientY.cer -keystore trustStore.ts

serverA は serverA トラスト ストア内に clientZ の証明書を持たないため、clientZ が serverA に接続しようとすると接続
に失敗します。clientZ が clientZ トラスト ストア内に serverA の証明書を持っていたとしても、この失敗は発生します。

SSL/TLS プロトコルの設定
HTTPS レコーディング、再生、およびライブ呼び出し中、 は次の SSL/TLS プロトコルがデフォルトを有効にしま
す。TLS 1.0、 SSL 3.0、SSL 2.0

NOTE

DevTest のインストールに IBM JVM を使用する場合、デフォルトの SSL/TLS プロトコルは TLS 1.0 と SSL
3.0 のみであるため、IBM JVM では SSL 2.0 をサポートしていません。

これらのデフォルトをオーバーライドするため、 は、SSL/TLS プロトコルを有効にするように定義する
https.protocols システム プロパティを探します。このプロパティは、JVM がサポートする SSL/TLS プロトコルのカン
マ区切りリストを表します。このリストの値では、カンマの前後に引用符または空白を入れられません。
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サポートされている SSL/TLS プロトコルと同等の JVM が期待する値

SSL/TLS プロトコル JVM が期待する値
TLS 1.2 TLSv1.2
TLS 1.1 TLSv1.1
TLS 1.0 TLSv1
SSL 3.0 SSLv3
SSL 2.0 SSLv2Hello

たとえば、プロパティを TLSv1、SSLv3、SSLv2Hello に設定して、TLS 1.0、SSL 3.0、SSL 2.0 プロトコルを有効にす
るとします。

https.protocols システム プロパティを設定するための 2 つのオプションがあります。

local.properties ファイルを使用して、すべての  コンポーネントを設定する

インストールの local.properties ファイルの https.protocols システム プロパティを設定します。 インストールの一部
である各コンポーネント（例えば、、VSE、サービス イメージ マネージャ）は、HTTPS レコーディング、再生、ライ
ブ呼び出し中に SSL/TLS 接続を処理したときに、このプロパティを使用します。

たとえば、すべてのコンポーネントに対して TLS 1.2、1.1、1.0 を有効な SSL/TLS プロトコルにするには、以下のプロ
パティを local.properties ファイルに追加します。

https.protocols=TLSv1.2,TLSv1.1,TLSv1

.vmoptions ファイルを使用して各コンポーネントの SSL/TLS プロトコルを設定する

インストールの bin ディレクトリの .vmoptions ファイルを使用して、コンポーネント レベルで https.protocols シス
テム プロパティを設定します。

たとえば、仮想サービス環境に対して TLS 1.1、1.2 を有効な SSL/TLS プロトコルにするには、以下のプロパティを
bin/VirtualServiceEnvironment.vmoptions ファイルに追加します。

-Dhttps.protocols=TLSv1.1,TLSv1.2

呼び出し API との HTTPS 通信の使用
呼び出し API との HTTPS 通信を有効にするには、以下のタスクを実行します。

（オプション）新しいキー ペアおよび証明書の生成

キーおよび証明書を生成する最も簡単な方法は、JDK に付属している keytool アプリケーションを使用することです。
このアプリケーションは、キーおよび証明書をキーストア内に直接生成します。

詳細については、「Jetty ドキュメント」を参照してください。

以下の手順に従います。

1. コマンド プロンプト ウィンドウを開きます。
2. JAVA_HOME\bin ディレクトリに移動します。
3. 以下のコマンドを実行します。
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keytool -keystore keystore -alias jetty -genkey -keyalg RSA

NOTE
エイリアスとして jetty を使用します。

このコマンドは、証明書の情報、およびキーストアおよびその中のキーの両方を保護するためのパスワードの入力を
ユーザに求めます。

4. 以下のプロンプトに対して入力を行います。
– キーストアのパスワードを入力してください：
パスワードでは大文字と小文字が区別されます。入力したパスワードのテキストは表示されません。

– 新規パスワードを再入力してください:
パスワードでは大文字と小文字が区別されます。入力したパスワードのテキストは表示されません。

– 姓名を入力してください。[Unknown]:
レジストリ名で使用されているものと同じマシン名を入力します。通常、これはサーバの非修飾ホスト名です。た
とえば、jetty.eclipse.org という名前のコンピュータでは、「jetty.eclipse.org」と入力します。
ただし、-m コマンド ライン パラメータで IP アドレスまたは完全修飾ホスト名を使用して、レジストリを起動す
ることは可能です。その場合、Web ブラウザでの証明書エラーを回避するために、SSL 証明書内のホスト名と一
致させておく必要があります。

NOTE
このプロンプトだけが必須のプロンプトです。

– 組織単位名を入力してください。[Unknown]:
– 組織名を入力してください。[Unknown]:
– 都市名または地域名を入力してください。[Unknown]:
– 都道府県名を入力してください。[Unknown]:
– この単位に該当する 2 文字の国番号を入力してください。[Unknown]:
入力内容の確認メッセージが表示されます。

5. 確認したら「yes」と入力します。
以下のプロンプトが表示されます。
– <jetty> の鍵パスワードを入力してください <キーストアのパスワードと同じ場合は RETURN を押してください
>：

6. Enter キーを押します。
ユーティリティによって、「keystore」という名前の新しいファイルがカレント ディレクトリに作成されます。

7. LISA_HOME ディレクトリに新しいキーストア ファイルをコピーします。
8. キーストア ファイルの名前を webserver.ks に変更します。

NOTE
webserver.ks は、properties ファイルで指定されているデフォルトのファイルです。別のファイル名を使
用する場合は、必ず次のセクションでキーストアの場所のプロパティを更新してください。

プロパティ ファイルの設定

HTTPS 設定を有効にするには、以下のプロパティ ファイルを設定します。

• local.properties
• dradis.properties
• phoenix.properties

local.properties、dradis.properties、および phoenix.properties ファイルは LISA_HOME ディレクトリにあります。

NOTE
レジストリは、初めてパスワードを読み取るときに、パスワードを暗号化された値に変換します。
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local.properties ファイルの設定

呼び出し API との HTTPS 通信を有効にするには、以下の手順に従って local.properties ファイルを設定します。

1. _local.properties ファイルをコピーして、local.properties として保存します。
2. コメント化を解除し、以下のプロパティを設定します。

– lisa.webserver.https.enabled
デフォルト値は true です。値は変更しないでください。

– lisa.webserver.ssl.keystore.location
デフォルト値は {{LISA_HOME}}webserver.ks です。別のファイル名のキーストア ファイル、または別のディレ
クトリにあるキーストア ファイルを使用する場合は、値を変更します。

– lisa.webserver.ssl.keystore.password
値を、キーストア ファイルを生成するときに定義したパスワードに設定します。

NOTE
デフォルトのキーストア パスワードとして changeit を使用します。

– lisa.webserver.ssl.keymanager.password
値を、キーストア ファイルを生成するときに定義したキー マネージャのパスワードに設定します。別のパスワー
ドを指定していない場合、このパスワードはキーストアのパスワードと同じです。

NOTE
デフォルトのキーマネージャ パスワードとして changeit を使用します。

– lisa.portal.url.prefix
値を https:// に設定します。

3. local.properties ファイルを保存します。
4. レジストリを再起動して設定を有効にします。

dradis.properties ファイルの設定

以下の手順に従って dradis.properties ファイルを設定します。

1. _dradis.properties ファイルをコピーして、dradis.properties として保存します。
2. コメント化を解除し、以下のプロパティを設定します。

– dradis.webserver.https.enabled
デフォルト値は true です。値は変更しないでください。

– dradis.webserver.ssl.keystore.location
デフォルト値は {{LISA_HOME}}webserver.ks です。別の名前のキーストア ファイル、または別のディレクトリ
にあるキーストア ファイルを使用する場合は、値を変更します。

– dradis.webserver.ssl.keystore.password
値を、キーストア ファイルを生成するときに定義したパスワードに設定します。

– dradis.webserver.ssl.keymanager.password
値を、キーストア ファイルを生成するときに定義したキー マネージャのパスワードに設定します。別のパスワー
ドを指定していない場合、このパスワードはキーストアのパスワードと同じです。

NOTE

キー マネージャのパスワードが、キーストア ファイルで検出される最初の証明書のパスワードに一致す
ることを確認します。

3. dradis.properties ファイルを保存します。
4. エンタープライズ ダッシュボードを再起動して設定を有効にします。
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phoenix.properties ファイルの設定

以下の手順に従って phoenix.properties ファイルを設定します。

1. _phoenix.properties ファイルをコピーして、phoenix.properties として保存します。
2. コメント化を解除し、以下のプロパティを設定します。

– registry.host
デフォルト値は「localhost」です。「phoenix.ssl.keystore」で指定したキーストアに追加されたサーバ SSL 証明
書の共通名または SAN と一致するように、適切な SAN （サブジェクトの別名）の値に変更します。

– registry.https.enabled
デフォルト値は true です。値は変更しないでください。

– phoenix.https.enabled
デフォルト値は true です。値は変更しないでください。

– phoenix.ssl.keystore
デフォルト値は {{LISA_HOME}}webserver.ks です。別のファイル名のキーストア ファイル、または別のディレ
クトリにあるキーストア ファイルを使用する場合は、値を変更します。

– phoenix.ssl.keystore.password
値を、キーストア ファイルを生成するときに定義したパスワードに設定します。

– phoenix.ssl.keymanager.password
値を、キーストア ファイルを生成するときに定義したキー マネージャのパスワードに設定します。別のパスワー
ドを指定していない場合、このパスワードはキーストアのパスワードと同じです。

3. phoenix.properties ファイルを保存します。
4. ポータルを再起動して設定を有効にします。

Kerberos 認証の使用
Kerberos のサポートは、 における基本認証および NTLM のサポートに似ています。 は、Kerberos のサポートを、 がそ
の手順の一部でアクセスするアプリケーションまたはリソースが Kerberos 認証で保護されている場合に使用します。た
とえば、HTTP/HTTPS、Web サービス XML は、NTLM および基本認証と同じ手順を使用します。Kerberos のサポート
は、local.properties ファイル内の以下のプロパティを使用します。

• lisa.java.security.auth.login.config
ログイン設定ファイルの場所。

• lisa.java.security.krb5.conf
事前設定された場所を上書きするために使用される Kerberos 設定ファイルの場所。

• lisa.http.kerberos.principal
プリンシパル + パスワード認証の  でのサポートを使用する場合にログインに使用されるプリンシパルの名前。 は、
起動時にこのプリンシパルを暗号化します。

• lisa.http.kerberos.pass
プリンシパル + パスワード認証の  でのサポートを使用する場合にログインに使用されるパスワード。 は、起動時に
このプリンシパルを暗号化します。

lisa.java.security.auth.login.config および lisa.java.security.krb5.conf 設定のみを使用して認証できます。これらの
ファイルおよびその設定は、 が実行されているオペレーティング システムによって異なります。プリンシパル + パス
ワード認証の  サポートを使用しない認証用にこの 2 つのファイルを設定する方法については、適切なドキュメントを参
照してください。

 によるプリンシパル + パスワード認証のサポート

に認証情報を提供することによってユーザのログインをサポートするには、そのユーザが  のログイン設定ファイルを使
用するように自身のログイン設定ファイルを設定する必要があります。以下の例は、このファイルの内容を示していま
す。
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com.sun.security.jgss.initiate {

  com.itko.lisa.http.LisaKrb5LoginModule required doNotPrompt=false;

};

カスタムの LisaKrb5LoginModule は、1 つの変更を含む標準の com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule
の拡張です。この拡張は、ユーザに認証情報を要求する代わりに、lisa.http.kerberos.principal および
lisa.http.kerberos.pass に指定された認証情報をサブミットします。

サンプル krb5.conf ファイル

[libdefaults]

        default_realm = EXAMPLE.COM

        allow_weak_crypto = true

 

[realms]

        EXAMPLE.COM = {

                kdc = kdc.fakedomain.com:60088

        }

[domain_realm]

        .example.com = EXAMPLE.COM

        example.com = EXAMPLE.COM

[login]

        krb4_convert = true

Active Directory を KDC として持つサンプル krb5.conf ファイル

[libdefaults]

        default_realm = FAKEDOMAIN.COM

        allow_weak_crypto = false

        default_tkt_enctypes = arcfour-hmac-md5
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        default_tgs_enctypes = arcfour-hmac-md5

        permitted_enctypes = RC4-HMAC arcfour-hmac-md5

[realms]

        FAKEDOMAIN.COM = {

            kdc = kdc.fakedomain.com

            master_kdc = kdc.fakedomain.com

            admin_server = kdc.fakedomain.com

            default_domain = FAKEDOMAIN.COM

        }

[domain_realm]

        fakedomain.com = FAKEDOMAIN.COM

[login]

        krb4_convert = true

サンプル login.config ファイル

com.sun.security.jgss.initiate {

  com.itko.lisa.http.LisaKrb5LoginModule required doNotPrompt=false;

};

自動ログインの有効化
ポータルおよびエンタープライズ ダッシュボードへの自動ログインを有効にするために、セキュリティ レイヤを処理
する IAM は現在、自動ログイン モードをサポートしています。この自動ログイン機能は、SPNEGO プロトコル上で
Microsoft Kerberos を使用する Active Directory ドメイン認証情報に基づいています。 

Kerberos は、クライアントおよびサーバ アプリケーションの認証を提供し、シングル サインオン（SSO）の概念をサ
ポートする、ネットワーク認証プロトコルです。ドメインの一部になっているシステムにログイン済みの場合、再度認証
を行わなくても、Kerberos レルム全体にわたってネットワーク サービスにアクセスできます。HTTP の場合、Kerberos
サポートは、SPNEGO 認証メカニズムによって提供されます。すべてのブラウザで SPNEGO ベースの認証がサポート
されていますが、セキュリティ上の理由により、デフォルトではこのサポートが無効になっています。自動ログインを機
能させるには、SPNEGO のサポートを有効にするようにブラウザを設定する必要があります。

実装済みの自動ログインの動作を以下に示します。
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前提条件

• ユーザとユーザのシステムの両方のエントリが含まれる Active Directory を設定します。Active Directory が Windows
Server 2003 Enterprise SP2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、または Windows Server 2012 上で
実行されていることを確認します。

• ネットワーク タイム プロトコル サーバを使用するように、Active Directory、IAM サーバ、およびすべてのクライア
ント システムを設定します。Kerberos を設定する前に同期が正常に機能していることを確認します。サーバとクラ
イアントの間の時間差が、設定されている上限（デフォルトで 5 分）よりも大きい場合、Kerberos クライアントは
サーバへの認証を行うことができません。 

• ファイアウォールで IAM サーバから Active Directory サーバが分離されている場合、ファイアウォールの TCP 88
ポートと UDP 88 ポートが開いていることを確認します。IAM が Active Directory サーバ上の Kerberos サーバと通信
できるように、これらのポートを開く必要があります。

• Kerberos を設定する前に、すべてのクライアントとサーバ マシン上でドメイン ネーム サーバが正しく機能している
ことを確認します。

以下の表で、Kerberos をセットアップおよび設定する際に必要な値を理解できます。

コンポーネント詳細のリファレンス チャート

名前 値
Active Directory サーバのホスト名 adserver
IAM サーバのホスト名 iamserver
Active Directory ドメイン名 example.com
キー配布センター（KDC）のサーバ名 adserver.example.com
Kerberos レルム名 EXAMPLE.COM
IAM ホスト名 iamserver.example.com
サービス プリンシパル名（SPN） HTTP/iamserver.example.com@EXAMPLE.COM
ユーザ プリンシパル iamadmin@example.com
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この記事は、管理者権限を持つ DevTest インストールで自動ログイン モードをセットアップするのに役立ちます。

以下のビデオは、自動ログインのセットアップ方法を示しています。

  

Figure 34: 自動ログイン フロー

Kerberos による Active Directory のセットアップ

NOTE
自動ログイン機能では、Active Directory のみをサポートします。

Kerberos サーバのセットアップおよび設定は、プラットフォームによって異なります。Active Directory サーバで
Kerberos をセットアップおよび設定するための手順を検索できます。

サービス プリンシパル名（SPN）ユーザの作成

組み込みのコンピュータ アカウント（ネットワーク サービスまたはローカル システムなど）またはユーザ アカウント
で、サーバの SPN を登録する必要があります。上記の手順は、次の手順で SPN の設定中に使用されるユーザ アカウン
トを対象としています。

1. 管理者権限を持つユーザとしてドメイン コントローラのコンピュータにログインします。
2. IAM サーバ Kerberos 認証用の Active Directory サーバでユーザ アカウントを作成します。

a. ［Active Directory ユーザーとコンピューター］アプリケーションで、［アクション］-［新規作成］-［ユー
ザー］メニューに移動します。
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b. ［名］、［フル ネーム］、および［ユーザー ログオン名］フィールドに入力します。［Next］をクリックしま
す。
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c. パスワードを入力して確認します。［パスワードを無期限にする］を選択し、［ユーザー
は次回ログオン時にパスワード変更が必要］を無効にします。［Next］をクリックしま

す。  
d. ［Finish］をクリックします。
e. 以下のように、Kerberos プロトコルに準拠するようにアカウントを設定します。

a. ［ユーザー］ツリー内のユーザを右クリックし、#######を選択します。［ユーザーのプロパティ］フォーム
が表示されます。

b. ［アカウント］タブに移動します。［ユーザーはパスワードを変更できない］および［パスワードを無期限に
する］オプションが選択されていることを確認します。
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サービス プリンシパル名の設定

setspn コマンドを使用して、前の手順で作成されたユーザのサービス プリンシパルを作成します。サービス プリンシ
パルは、serviceclass/host ルールに準拠しています。弊社の Web アプリケーションは HTTP プロトコルを介して通信
しているため、HTTP がサービス クラスであり、ホストは IAM サーバの完全修飾ドメイン名（FQDN）です。

SPN がドメイン内で一意であることを確認します。アカウントに IAM サーバを含む SPN を設定する場合は、別の IAM
サーバに同じアカウントを設定しないでください。-q オプションを使用して、ドメイン内の SPN を検索できます。この
オプションによって、その SPN を使用しているアカウントがすでに存在するかどうかが通知されます。

例： setspn -q HTTP/iamserver.example.com

NOTE
IAM サーバで HTTPS プロトコルを使用する場合でも、サービス クラスが HTTP のみであることを確認しま
す。 

1. サービス プリンシパルを追加するには、コマンド プロンプトで以下のコマンドを実行します。
setspn -S HTTP/<hostname_of_IAM_Server> <SPN_user>
Example:
C:\Users\Administrator>setspn -S HTTP/iamserver example\iamadmin
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Checking domain DC=example,DC=com
Registering ServicePrincipalNames for CN=iamadmin,CN=Users,DC=example,DC=com HTTP/
iamserver
Updated object

setspn -S HTTP/<FQDN_of_IAM_Server> <SPN_user>
Example:
C:\Users\Administrator>setspn -S HTTP/iamserver.example.com example\iamadmin
Checking domain DC=example,DC=com
Registering ServicePrincipalNames for CN=iamadmin,CN=Users,DC=example,DC=com
 HTTP/iamserver.example.com
Updated object

WARNING

• IAM サーバのホスト名に大文字が含まれている場合は、IAM サーバのプリンシパルをすべて *小文字* で
作成してください。DNS ではすべてのホスト名が小文字に変換されるので、キータブは DNS 逆引き参
照の戻り値と完全に一致する必要があります。それ以外の場合、Kerberos 認証は失敗します。

• SPN で指定された FQDN が ping 可能であることを確認します。それ以外の場合、認証は失敗します。
• 入力は有効ですが、SPN にポート名を指定しないでください。
• SPN は重複しないようにします。SPN の重複を確認するには、以下のコマンド構文を使用します。

setspn -X

このコマンドでは、大規模な Active Directory データベースをスキャンするために大量のメモリを使用し
ます。

2. 作成された SPN の一覧を表示するには、以下のコマンドを実行します。
setspn -L <SPNUser>

Kerberos キータブ ファイルの生成

キータブ ファイルには、KDC または AD ドメイン コントローラと通信するための SPN 認証情報が保持されま
す。ktpass コマンドでは、前の手順で作成されたユーザ アカウントにサービス プリンシパルをマップして、キータブ
ファイルが生成されます。このファイルは、IAM サーバにコピーする必要があります。

Kerberos キータブ ファイルを生成するには、以下の手順に従います。

1. キータブを生成するには、コマンド プロンプトで以下のコマンドを実行します。
Syntax:
ktpass -princ HTTP/<fully-qualified-domain-name-of-IAMserver>@<REALM_NAME> -mapuser
 <SPN_USER> -pass <PASSWORD> -out <FULL_PATH_OF_THE_KEYTAB_FILE_TO_SAVE_TO> -ptype
 KRB5_NT_PRINCIPAL
Example:
C:\Users\Administrator>ktpass -princ HTTP/iamserver.example.com@EXAMPLE.COM -mapUser
 iamadmin -pass changeit -out c:\iamadmin.keytab -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL
Targeting domain controller: adserver.example.com
Using legacy password setting method
Successfully mapped HTTP/iamserver.example.com to iamadmin
Key created.
Output keytab to c:\iamadmin.keytab:
Keytab version: 0x502
keysize 71 HTTP/iamserver.example.com@example.COM ptype 1 (KRB5_NT_PRINCIPAL) vno 3
 etype 0x17 (RC4-HMAC) keylength 16 (0x4424147a7dcd3c47c4ec3921443023bd)
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NOTE

• DNS ではすべてのホスト名が小文字に変換されるので、ホスト名に大文字が含まれている場合で
も、IAM サーバのプリンシパルをすべて小文字で作成してください。キータブは DNS 逆引き参照の戻り
値と完全に一致する必要があります。それ以外の場合、Kerberos 認証は失敗します。

• SPN で指定された FQDN が ping 可能であることを確認します。それ以外の場合、認証は失敗します。
• SPN にポート名を指定しないでください。
• 大文字と小文字が区別されるため、指定された REALM_NAME が正しいことを確認します。大文字と
小文字を区別する制約により、ドメイン名ルックアップで返されたのと同じ文字（大文字と小文字を区
別）を使用して、マッピングで表されるプリンシパル名を記述する必要があります。Active Directory で
は大文字と小文字が区別されませんが、Kerberos では大文字と小文字が区別されます。

• SPN コンポーネントのベスト プラクティスは、以下のとおりです。
– HTTP： すべて大文字
– IAM サーバの FQDN： すべて小文字
– DOMAIN.COM： すべて大文字
– ユーザ名にスペースを含めることはできません。

上記の例では、キータブ ファイル「iamadmin.keytab」が「C:\」フォルダに作成されます。 
さまざまなオプションを使用してキータブ ファイルを生成する場合は、コマンド プロンプトで「ktpass ?」コ
マンドを実行します。ユーザ ログイン名は、ktpass コマンドの実行後に変更されます。この変更を回避するため
に、ktpass コマンドで -setUPN を使用できます。

キータブ ファイルのコピー

IAM サーバが実行されているシステムに、前の手順で作成されたキータブ ファイルをコピーします。

次に例を示します。

• Windows の場合： C:\Windows または C:\winnt\
• Linux の場合： /etc

NOTE

キータブ ファイルには、認証プロセス中に使用される機密情報が含まれています。そのため、キータブ ファイ
ルのアクセス権限を制限して監視する必要があります。読み取り権限を持つユーザは、このファイルに含まれ
るすべてのキーを使用できるからです。

IAM サーバでの Kerberos クライアントのセットアップ

キータブ ファイルを生成して IAM サーバにコピーしたら、システム上で Kerberos クライアントを設定しま
す。Kerberos クライアントのセットアップも、プラットフォームに依存します。Kerberos レルム、ドメイン名、KDC
名、暗号化アルゴリズムなどの適切な詳細を krb5.conf （Linux）または krb5.ini （Windows）内に指定して、Kerberos
クライアントを設定します。

基本的なサンプルの Krb5.conf ファイルは以下のようになります。

[libdefaults]
default_realm = EXAMPLE.COM
default_tkt_enctypes = RC4-HMAC DES-CBC-MD5 DES-CBC-CRC AES256-CTS-HMAC-SHA1-96
default_tgs_enctypes = RC4-HMAC DES-CBC-MD5 DES-CBC-CRC AES256-CTS-HMAC-SHA1-96
permitted_enctypes = RC4-HMAC DES-CBC-MD5 DES-CBC-CRC AES256-CTS-HMAC-SHA1-96
udp_preference_limit = 1
forwardable = true
clockskew = 300

 1625



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

[realms]
EXAMPLE.COM = {
kdc = adserver.EXAMPLE.COM
}
[domain_realms]
.example.com =
 EXAMPLE.COM
example.com = EXAMPLE.COM

 

以下のパスの下に krb5.conf または krb5.ini ファイルを配置します。

• Windows の場合： c:\winnt\krb5.ini
• Linux の場合： /etc/krb5.conf

キータブ ファイルと krb5.conf または krb5.ini ファイルが、IAM サーバが実行されているプロセスからアクセスできるこ
とを確認します。

krb5.conf または krb5.ini ファイルの場所は、システム プロパティ java.security.krb5.conf で指定できます。それ以外の場
合、Java は以下の順序でこれらの場所を検索します。

1. %JAVA_HOME%/lib/security/krb5.conf
2. %WINDOWS_ROOT%/krb5.ini

IAM での Kerberos 認証の設定

Active Directory を基盤とする Kerberos で認証する場合は、最初に LDAP フェデレーション プロバイダと認証フローを
IAM で設定する必要があります。

LDAP フェデレーション プロバイダの設定

Kerberos 統合を有効にするには、以下のフィールドに入力します。

• Kerberos 認証を許可： Kerberos 認証でユーザの HTTP 認証を有効化または無効化できます。設定済みの LDAP
サーバは、認証されたユーザに関するデータを提供します。

• Kerberos レルム： Kerberos レルムの名前を大文字で指定します。例： EXAMPLE.COM
• サーバ プリンシパル： サーバおよびドメイン名を含む HTTP サービスのサーバ プリンシパルの完全
な名前を指定します。サーバ プリンシパル名は、サービス インスタンスの一意の識別子です。例：
HTTP/iamserver.example.com@EXAMPLE.COM
HTTP/<FQDN>@<KERBEROS REALM>

キータブ： サーバ プリンシパルの認証情報が含まれる Kerberos キータブ ファイルの場所を指定します。 
• 以下に例を示します。

– Linux： <user_home>/iamadmin.keytab
– Windows： <user_home>\iamadmin.keytab

• デバッグ： IAM コンソールへのデバッグ ログ記録を有効化または無効化できます。

自動ログインを有効にするために LDAP グループが正しく追加されていることを確認します。LDAP グループ設定を定
義する方法の詳細については、「LDAP グループ設定の定義」を参照してください。

IAM での認証フローの設定

IAM で認証フローを設定する方法の詳細については、「認証」を参照してください。
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Kerberos サポート用のブラウザの設定

Kerberos ログイン用にブラウザを設定する必要があります。

IAM サーバへのログイン要求を自動的に発行するコンピュータが Active Directory （AD）に参加しており、ドメイン
ユーザ アカウントでログインしていることを確認します。

NOTE
コンピュータがドメインに参加していない場合、デフォルトのログイン ページに戻ります。

Internet Explorer

Internet Explorer では統合 Windows 認証（IWA）がサポートされていますが、ネットワークまたはドメイン環境によっ
て追加の設定が必要です。

前提条件

• クライアント システムがドメインの一部であることを確認します。
• Active Directory ユーザがリモート デスクトップ サービスを通じてログインできることを確認します。デフォルト
で、リモート デスクトップ ユーザ グループのメンバには、この権限があります。ユーザが属しているグループにこ
の権限がない場合、または権限がリモート デスクトップ ユーザ グループから削除されている場合は、この権限を手
動で付与する必要があります。管理者としてログインし、この権限をユーザが属しているグループに手動で追加でき
ます。
a. ［システムのプロパティ］コントロール パネル アプレットを開きます。
b. ［リモート］タブを選択します。
c. ［ユーザーの選択］をクリックします。
d. 表示されるダイアログ ボックスで［追加］をクリックします。
e. Active Directory ユーザを選択し、［OK］をクリックします。

以下の手順に従い、Internet Explorer を設定します。

1. ドメインからのユーザ ID で Windows デスクトップにログインします。
2. Internet Explorer ブラウザを開き、［ツール］-［インターネット オプション］を選択します。
3. 会社のポリシーに基づいて、ブラウザで統合 Windows 認証を使用するサイトを定義できます。［ローカル イントラ
ネット ゾーン］または［信頼済みサイト］を選択できます。
– 信頼済みサイトにサイトを定義する場合は、以下の手順に従います。

a. ［セキュリティ］タブを選択します。
b. ［信頼済みサイト］アイコンを選択します。
c. ［サイト］をクリックして、信頼済みサイトのリストを表示します。
d. 自動ログインを有効にする IAM サーバの URL を追加します。たとえば、URL として https://

hostname.domain.com を入力します。 
e. 使用するサイトに応じて、［このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認（https:）を必要とする］チェック
ボックスを選択します。
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f. ［閉じる］をクリックします。
g. ［レベルのカスタマイズ...］をクリックします。
h. 一番下までスクロールします。［ユーザー認証］-［ログオン］の下で、［現在のユーザー名とパスワードで自
動的にログオンする］セキュリティ設定を選択します。
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i. ［OK］をクリックします。

– ［ローカル イントラネット］ゾーンを使用している場合は、以下の手順に従います。
a. ［セキュリティ］タブを選択します。
b. ［ローカル イントラネット］アイコンを選択します。
c. ［サイト］ボタンをクリックして、サイトのリストを表示します。
d. 最初の 2 つのオプションが選択されていることを確認します。

• ほかのゾーンに指定されていないローカル（イントラネット）のサイトをすべて含める
• プロキシ サーバーをバイパスするサイトをすべて含める（古いバージョンの IE）
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e. ［詳細設定］をクリックし、サイトの追加ウィンドウを表示します。
f. 自動ログインを有効にする IAM サーバの URL を追加します。たとえば、URL として http://

hostname.domain.com を入力します。
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g. ［閉じる］をクリックします。
h. ［レベルのカスタマイズ...］ボタンをクリックします。
i. 一番下までスクロールします。［ユーザー認証］-［ログオン］の下で、［現在のユーザー名とパスワードで自
動的にログオンする］セキュリティ設定を選択します。
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j. ［OK］をクリックします。

4. ［詳細設定］タブを選択します。
5. ［セキュリティ］セクションまでスクロールして、［統合 Windows 認証を使用する］（再起動が必要）が選択され
ていることを確認します。
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6. ［OK］をクリックし、Internet Explorer を再起動します。

Google Chrome

• Windows では、Google Chrome で Internet Explorer の設定を使用します。Internet Explorer の［ツール］-［イン
ターネット オプション］ダイアログ ボックス内で設定できます。設定の詳細については、「Internet Explorer」を参
照してください。［コントロール パネル］に移動し、［ネットワークとインターネット］サブカテゴリの［インター
ネット オプション］を選択することもできます。

• Linux では、--auth-server-whitelist オプションを使用し、Chrome の起動中に該当する URL をホワイトリストに
登録して SPNEGO を有効にします。許可されているホスト名のカンマ区切りのリストが、その値として取得されま
す。ワイルドカードとしてアスタリスクを使用できます。この例での適切な値は、hostname.example.com または
*.example.com になります。
[user1@hostname.example.com]$ google-chrome --auth-server-whitelist = "hostname.example.com" 

設定可能なその他のオプションを以下に示します。
--auth-negotiate-delegate-whitelist="*.example.com" (optional)

 1633

http://hostname.example.com
http://example.com
http://hostname.example.com
http://hostname.example.com
http://example.com


 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

--enable-auth-negotiate-port (optional)

• Mac OS X では、SPNEGO は Chrome で追加の設定を行わなくても機能しますが、NTLM に対するネゴシエーション
のみを行います。AuthServerWhitelist として設定を構成し、SPNEGO プロトコル メッセージ交換でホストまたはド
メインの名前を承認することができます。以下の方法で、設定を構成できます。
– コマンド ライン

IWA アダプタのサービス チケットを要求するために、Kerberos KDC （ドメイン コントローラ）から最初のチ
ケット保証チケット（TGT）を取得していることを確認します。
IWA アダプタのサービス チケットを要求するために、Kerberos KDC （ドメイン コントローラ）から最初のチ
ケット保証チケット（TGT）を取得していることを確認します。
>kinit user1@EXAMPLE.COM

 user1@EXAMPLE.COM's Password: (password here)

ここで、Chrome ディレクトリに移動し、AuthServerWhitelist パラメータを指定して Chrome を起動します。

NOTE
Chrome で特定のサーバを指定するように、2 番目のポリシー AuthNegotiateDelegateWhitelist を設定
することもできます。

このパラメータを前述のコマンドに追加するには、--auth-negotiate-delegate-whitelist="*.http://
hostname.example.com/" を指定します。

このパラメータが設定されていない場合、イントラネットでサーバが検出されても Chrome でユーザの
認証情報を委任できません。

一度設定すると、この設定は Chrome が起動されるたびに保持されます。Chrome が IWA アダプタのサービス チ
ケットを要求できるように、10 時間ごとに kinit を実行する必要があります。
>cd /Applications/Google Chrome.app/Contents/MacOS

>./"Google Chrome" --auth-server-whitelist=" hostname.example.com"

– Mac OS を Windows Active Directory に参加させる
以下のコマンドを使用して、ユーザ デフォルトを設定します。
defaults write com.google.Chrome AuthServerWhitelist hostname.example.com

defaults write com.google.Chrome AuthNegotiateDelegateWhitelist hostname.example.com

既存のエントリがある場合は、カンマで区切られたエントリを追加します。既存の値を読み取るには、以下のコマ
ンドを使用します。
defaults read com.google.Chrome AuthServerWhitelist

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox では SPNEGO 認証プロトコルがサポートされていますが、セキュリティ上の理由により、デフォルトで
無効になっています。Firefox では Internet Explorer のようなセキュリティ ゾーンの概念は使用されていませんが、明示
的に設定されている場合は Kerberos 認証情報が自動的にホストに提示されます。デフォルトで、Firefox は任意の Web
サーバからのすべての SPNEGO チャレンジを拒否します。ブラウザと SPNEGO プロトコル メッセージを交換するに
は、信頼済みサイトのリストに手動でサイト（ホワイトリスト）を追加する必要があります。

Windows および Linux では、SPNEGO および Kerberos を使用して認証するように Firefox を設定するには、以下の手
順に従います。

1. Firefox ブラウザを開きます。
2. アドレス バーに about:config URL を入力します。

 1634

mailto:user1@EXAMPLE.COM
mailto:user1@EXAMPLE.COM
http://hostname.example.com/
http://hostname.example.com/
http://hostname.example.com
http://hostname.example.com
http://hostname.example.com


 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

3. 表示されるすべての警告を無視します。［危険性を承知の上で使用する］をクリックします。
4. ［検索］ダイアログ ボックスで、network.negotiate-auth.trusted-uris 設定名を検索し、ダブルクリックします。こ
の設定では、ダイアログ ボックス内に Kerberos 認証の信頼済みサイトが一覧表示されます。

5. ポップアップ ウィンドウに、信頼できるドメイン、ホスト名、または URL プレフィックスのカンマ区切りリ
ストを指定します。ドメインのワイルドカードを指定するには、先頭にドットを付けたドメイン サフィックス
（.example.com）を指定します
例 #1： hostname.example.com - IAM Web アプリケーションを実行しているホストの完全修飾ドメイン名（FQDN）
例 #2： hostname.example.com - IAM Web アプリケーションの URL
例 #3： .example.com - ドメイン名

6. ［OK］をクリックします。

コンピュータが AD に参加している場合、SPNEGO は Mac OS X 上で実行されている Firefox で Kerberos と NTLM の
両方をネゴシエートします。ドメインに参加していない Mac OS では、SPNEGO のメカニズムとして NTLM のみが選択
されます。 

Mac 上での Safari

Mac OS 上の Safari は、Mac OS が Active Directory に参加している場合、デフォルトの認証タイプとして、Kerberos を
使用した SPNEGO をサポートしています。
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自動ログイン用のアプリケーションの設定

ポータルおよびエンタープライズ ダッシュボードで自動ログインを有効にするには、phoenix.properties および
dradis.properties ファイルのそれぞれで以下のプロパティを設定します。

• phoenix.iam.redirectLoginToIAM=false
ポータルのログイン ページを IAM にリダイレクトするかどうかを指定します。自動的にログインするには、このプ
ロパティを true に設定します。
デフォルト： false

• phoenix.iam.clientId=portal_<hostname>_1507
IAM に登録されている  ポータルの clientId を指定します。phoenix.iam.redirectLoginToIAM=true の場合、このプロパ
ティは自動ログインまたは Kerberos ログインに対して使用されます。

エンタープライズ ダッシュボードで自動ログインを有効にするには、dradis.properties ファイルで以下のプロパティを設
定します。

• dradis.iam.redirectLoginToIAM=false
エンタープライズ ダッシュボードのログイン ページを IAM にリダイレクトするかどうかを指定します。自動的にロ
グインするには、このプロパティを true に設定します。
デフォルト： false

• dradis.iam.clientId=ed_<hostname>_1506
IAM に登録されているエンタープライズ ダッシュボードの clientId を指定しま
す。dradis.iam.redirectLoginToIAM=true の場合、このプロパティは自動ログインまたは Kerberos ログインで使用さ
れます。

アプリケーション URL へのアクセス

IAM URL を起動して、自動ログイン設定を確認できます。デフォルトでログインを自動的にテストするには、FQDN に
アクセスしていることを確認します。たとえば、https://iamserver.example.com:51111 です。IAM に自動ログインする場
合、セットアップは成功しています。

セットアップに成功したら、LDAP 内の任意のユーザでクライアント システムにログインし、DevTest ポータルおよび
エンタープライズ ダッシュボード URL を使用して自動ログインの成功を確認します。必ず完全修飾ドメイン名を使用し
てください。

ポータルおよびエンタープライズ ダッシュボードが自動ログイン モードのときにポートまたはプロトコルを変更する場
合、phoenix.properties および dradis.properties ファイルで提供されている clientId に新しい名前を指定します。リダイ
レクト URL は新しいポートまたはプロトコル設定で作成されるため、新しい clientId を指定する必要があります。クラ
イアントを手動で作成または更新する場合は、「クライアントの設定」を参照してください。

自動ログインに関する FAQ
• ポータルのプロトコルとポートを変更するとどうなりますか? なんらかのアクションを手動で実行する必要がありま
すか?
クライアントが IAM に登録された後に  ポータルのプロトコル（http/https）またはポートを変更した場合、それ
に応じて［有効なリダイレクト URI］と［Web 発信元］を変更します。手動で変更しなくても済むようにするに
は、DevTest ポータル プロパティ ファイルに新しい clientId を入力し、 ポータルを再起動します。

• 「無効なパラメータ： <リダイレクト URI>」というエラー メッセージが表示されたら、どうすればよいですか?
［クライアント］ページに移動します。クライアントを選択し、有効なリダイレクト URI に、 ポータルにアクセスす
るためにブラウザで使用したホスト名が含まれているかどうかを確認します。

• 自動ログインが成功したことを確認するために、どのようにして  ポータルにアクセスすればよいですか?
完全修飾ドメイン名を使用して URL にアクセスします。たとえば、お使いのシステムのホスト名が
c023123x23 で「mobile.com」ドメインに属している場合、ポータルにアクセスするための URL を http://
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c023123x23.mobile.com:1507 と入力します。 ポータルにアクセスするためにその他の形式の URL を使用すると、自
動ログインは成功しません。

• ドメイン名が DNS サーバで解決されない場合はどうすればよいですか?
FQDN が DNS サーバによって解決され、ドメインが Active Directory に直接接続されていることを確認します。

• IAM と  ポータルを設定しても自動ログインが機能しない場合はどうすればよいですか?
ブラウザで、ドメインがホワイトリストに登録されており、信頼済みサイトのリストにドメインが追加されているこ
とを確認します。ブラウザを設定する方法の詳細については、「自動ログインの有効化」の「Kerberos サポート用の
ブラウザの設定」を参照してください。

• 自動ログイン機能でプロキシ モードはサポートされますか?
自動ログイン機能では、プロキシ サーバがサポートされています。プロキシ サーバを設定するには、ブラウザの設定
を確認します。

• 自動ログイン機能が機能するには、どのポートを開く必要がありますか?
ポート 389 および 636 （LDAP/LDAPS）、88 および 464 （Kerberos）、80 および 443 （HTTP/HTTPS）が開いて
いることを確認します。

• Kerberos 認証が失敗する理由は何ですか? Kerberos 認証が失敗する大部分の理由を以下に示します。
– ホスト名に大文字が含まれている場合でも、IAM サーバのプリンシパルをすべて小文字で作成していません。DNS
ではすべてのホスト名が小文字に変換されるので、キータブは DNS 逆引き参照の戻り値と完全に一致する必要が
あります。 

– SPN で指定された FQDN が ping 可能ではありません。
• さまざまなオプションを指定してキータブ ファイルを生成する方法は?
コマンド プロンプトで「ktpass ?」コマンドを実行します。ユーザ ログイン名は、ktpass コマンドの実行後に変更さ
れます。この変更を回避するために、ktpass コマンドで -setUPN を使用できます。

• krb5.conf または krb5.ini ファイルの場所はどこで指定しますか?
krb5.conf または krb5.ini ファイルの場所は、システム プロパティ java.security.krb5.conf で指定できます。それ以外
の場合、Java は以下の順序でこれらの場所を検索します。
a. %JAVA_HOME%/lib/security/krb5.conf
b. %WINDOWS_ROOT%/krb5.ini

• 自動ログインのセットアップが成功したかどうかを確認する方法は?
IAM URL を起動して、自動ログイン設定を確認できます。デフォルトでログインを自動的にテストするには、FQDN
にアクセスしていることを確認します。たとえば、https://iamserver.example.com:51111 です。IAM に自動ログイン
できる場合、セットアップは成功しています。
セットアップに成功したら、LDAP 内の任意のユーザでクライアント システムにログインし、DevTest ポータル URL
を使用して自動ログインの成功を確認します。必ず完全修飾ドメイン名を使用してください。

• 誤って Kerberos 認証フローを［必須］に設定し、IAM にログインできない場合はどうすればいいですか?
IAM サーバを停止して、データベースに接続できます。以下のクエリを実行して、設定を無効にします。
UPDATE AUTHENTICATION_EXECUTION SET REQUIREMENT=3 where AUTHENTICATOR ='auth-spnego'

データベースでこのコマンドを実行した後に、接続を切断して IAM サーバを再起動します。
デフォルトの組み込み IAM サーバでは、DbVisualizer などの任意のオープン ソース ツールで、以下の詳細情報を使
用して接続できます。
– データベース タイプ： H2
– ドライバ（JDBC）： H2 embedded
– データベース ファイル名：

• MAC： <LISA_HOME>/IdentityAccessManager/standalone/data/keycloak
• Windows： <LISA_HOME>\IdentityAccessManager\standalone\data\keycloak

– 認証情報（ユーザ名/パスワード）： sa/sa
その他のデータベースの場合、適切なドライバと認証情報を使用できます。
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ログ
このセクションには、 でのログ記録の詳細を提供する以下のページがあります。

主要ログ ファイル

主要ログ ファイルには、以下のものが含まれます。

• coordinator.log： コーディネータのログ出力
• cvsmgr.log： 継続的検証サービス（CVS）のログ出力
• devtest_broker_pid.log：  Java エージェントのブローカ コンポーネントのログ出力
• devtest_console_pid.log：  Java エージェントのコンソール コンポーネントのログ出力
• marmaker.log： Make Mar コマンドライン ユーティリティのログ出力
• pfbroker.log：  Java エージェントのブローカ コンポーネントの累積ログ出力
• portal.log：  ポータルのログ出力
• registry.log： レジストリのログ出力
• simulator.log： シミュレータのログ出力
• svcimgmgr.log： サービス イメージ マネージャ コマンドライン ユーティリティのログ出力
• svcmgr.log： サービス マネージャ コマンドライン ユーティリティのログ出力
• trunner.log： テスト ランナー コマンドライン ユーティリティのログ出力
• vse.log： DevTest VSE サーバのログ出力。
• vsemgr.log： DevTest VSE マネージャ コマンドライン ユーティリティのログ出力。
• vse_xxx.log： VSE 会話およびサービス イメージ ナビゲーションのログ出力（xxx はサービス イメージ名）。
• workstation.log：  ワークステーションのログ出力。

一般には、問題があるコンポーネントや問題の疑いのあるコンポーネントの主なログを調べれば、問題を把握するには十
分です。主なコンポーネント ログは、レジストリ、コーディネータ、シミュレータ、および VSE です。

lisa.tmpdir プロパティは、これらのログ ファイルの場所を制御します。 ワークステーションから lisa.tmpdir プロパ
ティの値を参照する方法

1. メイン メニューから［ヘルプ］-［DevTest ランタイム情報］をクリックします。
2. ［システムのプロパティ］タブで、lisa.tmpdir を見つけます。

レジストリ、コーディネータ、シミュレータ、または VSE が Windows サービスとして実行されている場合、ログ ファ
イルは LISA_HOME\lisatmp ディレクトリにあります。

アイコン

注：lisa.tmpdir は、一時ファイルを格納できる場所の変更を可能にしますが、このプロパティを変更して、外部のマウ
ント ポイントまたは外部共有に一時ファイルを保存することはお勧めしません。一時ファイルの保存に外部共有を使用
しているケースでご使用の製品が不安定な場合、環境を引き続きサポートするために、サポートが以前のように一時ファ
イルを、ローカルディスクを使用して保存するように指示することがあります。

デモ サーバ ログ ファイル

デモ サーバには固有のログファイルがあります。それらは、lisa-demo-server/jboss/server/default/log ディレクトリ
にあります。

この場所は、lisa.tmpdir プロパティで制御されません。

デモ サーバには、以下のログ ファイルがあります。

• boot.log
• server.log
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ログ プロパティ ファイル
は、Apache log4j ログ記録フレームワークを使用します。logging.properties ファイルは、ユーザ指定のデータ ディレク
トリ（DevTest ワークステーションのみ）または LISA_HOME ディレクトリのどちらかにあり、ログ記録の動作を設定
できます。このファイルは、 の複数のコンポーネント間でログに記録される内容を操作するためのメイン ソースです。

NOTE

DevTest アプリケーションでは、logging.properties ファイルを使用して、ログ記録を初期化します。10.1 以
前でワークステーションが起動されると、ワークステーションはインストール ディレクトリ（LISA_HOME
とも言います）で logging.properties ファイルを探します。10.2 の場合、インストール中に LISA_HOME 以
外の別のデータ ディレクトリを指定すると、ワークステーションはユーザが指定したデータ ディレクトリで
logging.properties を探します。指定されたデータ ディレクトリで logging.properties ファイルが見つからない
場合、アプリケーションは LISA_HOME に戻って検索を行います。この変更は、レジストリ、VSE、ポータ
ル、シミュレータ、コーディネータなどのサーバ コンポーネントに影響しません。

からより多くのログ情報を取得するには、log4j.rootCategory でログ レベルを変更できます。

log4j.rootCategory=INFO,A1

logging.properties ファイルには、 に含まれているサードパーティ コンポーネントのロガーのセットが含まれていま
す。これらのロガーのデフォルト ログ レベルは、これらのサードパーティ コンポーネントによる大量のメッセージでロ
グ ファイルがいっぱいになることを防止するように意図されています。通常は、ログ レベルを変更する必要はありませ
ん。

log4j.logger.com.teamdev=WARN

log4j.logger.EventLogger=WARN

...

デフォルトのアペンダは com.itko.util.log4j.TimedRollingFileAppender です。コンポーネントに対するログ ステート
メントは、一定のサイズに達するとバックアップされるファイルに追加されます。デフォルトの最大ファイル サイズは
10 MB です。バックアップ ファイルのデフォルトの数は 5 つです。

log4j.appender.A1=com.itko.util.log4j.TimedRollingFileAppender

log4j.appender.A1.File=${lisa.tmpdir}/${LISA_LOG}

log4j.appender.A1.MaxFileSize=10MB

log4j.appender.A1.MaxBackupIndex=5

log4j.appender.A1.layout=org.apache.log4j.EnhancedPatternLayout

log4j.appender.A1.layout.ConversionPattern=%d{ISO8601}
{UTC}Z (%d{HH:mm}) [%t] %-5p %-30c - %m%n
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日付または時間によってログ ローテーションを実行するには、DailyRollingFileAppender を使用します。詳細について
は、「log4j のドキュメント」を参照してください。

log4j.appender.A1=org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender

log4j.appender.A1.File=${lisa.tmpdir}/${LISA_LOG}

log4j.appender.A1.Append=true

log4j.appender.A1.DatePattern='.'yyyy-MM-dd

バックアップ ファイルは、ログ ファイルと同じディレクトリに配置されます。たとえば、レジストリのログ ファイルが
3 回バックアップされている場合、ディレクトリには以下のファイルが含まれます。

• registry.log
• registry.log.1
• registry.log.2
• registry.log.3

レイアウトは、ログ ステートメントの形式を制御します。デフォルトのレイアウトは
oorg.apache.log4j.EnhancedPatternLayout です。デフォルトの変換パターンは %d{ISO8601}{UTC}Z (%d{HH:mm})
[%t] %-5p %-30c - %m%n です。この変換パターンは、ログ ステートメントに日付、スレッド、優先度、カテゴリ、お
よびメッセージが含まれることを指定します。以下に例を示します。

2014-11-20 14:09:08,152Z (07:09) [main] INFO  com.itko.lisa.net.ActiveMQFactory - Starting amq broker

日付には、協定世界時（UTC）を使用します。この規則により、 とは異なるタイム ゾーンでレジストリが実行されてい
るときのログ イベントを容易に追跡できます。

スレッド ダンプ プロパティの詳細については、「自動スレッド ダンプ」を参照してください。

サーバ コンポーネントのステータス メッセージ
以下のサーバ コンポーネントは、指定された間隔でそれぞれのログ ファイルにステータス メッセージを書き込みます。

• レジストリ
• コーディネータ
• シミュレータ
• VSE

以下の例は、レジストリによってログ ファイルに書き込まれたものです。

2016-09-27 18:28:03,082Z (11:28) [Event Sink Thread Pool Thread 1] INFO
  com.itko.lisa.coordinator.TestRegistryImpl -

Coordinator Servers: 0 Simulator Servers: 0 VSEs: 0 Running vusers: 0 Labs: 1

Memory used 444mb, allocated 578mb, max 892mb (49%)

Our cpu usage 0%, system cpu used 1% GC time 0% db ping: 1,010 ms
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ステータス メッセージのデフォルトの間隔は 30 秒です。間隔は、local.properties ファイルに以下のプロパティを追加
することで変更できます。

• lisa.defaultRegistry.pulseInterval
• lisa.coordinator.pulseInterval
• lisa.simulator.pulseInterval
• lisa.vse.pulseInterval

自動スレッド ダンプ
logging.properties ファイルを使用して自動スレッド ダンプを有効にすることができます。これは、パフォーマンスの
問題のデバッグに役立ちます。

以下のプロパティを見つけ、WARN を INFO に変更します。

log4j.logger.threadDumpLogger=WARN, THREAD_DUMPS

スレッド ダンプを無効にするには、INFO を WARN に戻します。

スレッド ダンプのデフォルトの間隔は 30 秒です。lisa.properties ファイル内の lisa.threadDump.interval プロパティ
を編集して、間隔を変更できます。

NOTE

設定を WARN から 1 に変更すれば、ダンプを生成せずに詳細なログを取得できます。

テスト ステップ ロガー
「テスト ステップのエレメント」で説明されているように、各テスト ステップには 1 つのログ メッセージ エレメント
が含まれます。

実行時に特定のファイルにログ メッセージを送信するには、LISA_HOME ディレクトリの logging.properties ファイル
に以下のプロパティを追加します。

log4j.logger.com.itko.lisa.test.StepLogger=DEBUG, A2

log4j.additivity.com.itko.lisa.test.StepLogger=false

log4j.appender.A2=org.apache.log4j.RollingFileAppender

log4j.appender.A2.File=${lisa.tmpdir}/log.log

log4j.appender.A2.MaxFileSize=10MB

log4j.appender.A2.MaxBackupIndex=5

log4j.appender.A2.layout=org.apache.log4j.PatternLayout

log4j.appender.A2.layout.ConversionPattern=%d [%t] %-5p %-30c - %m%n
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File、MaxFileSize、および MaxBackupIndex プロパティの値は、上記の例で表示される値とは異なる可能性がありま
す。

NOTE
これらのプロパティを追加したら、 を再起動します（現在実行されている場合）。

結果として生じるログ ファイル内のメッセージは、以下の例のようになります。

2012-07-11 17:32:59,390 [basic-test/basic-
test [QuickStageRun]/0] DEBUG com.itko.lisa.test.StepLogger  - 

LOG basic-test,basic-test [QuickStageRun],local,0,3,my log message

LOG に続くメッセージの部分は、6 つのコンポーネントから構成されます。

• テスト ケースの名前。
• ステージング ドキュメントの名前。
• シミュレータの名前。
• インスタンス/仮想ユーザ番号。10 人の仮想ユーザ テストでは、この番号は 1 ～ 10 の間で変化します。
• サイクル番号。この番号は、ある状態が発生するまでテストを何度も実行するようにステージング ドキュメントが設
定されている状況に適用されます。値は、この特定の仮想ユーザがテストを実行した回数です。

• テスト ステップ内に設定されたログ メッセージ

VSE のログ記録

VSE_Matches ファイル

は、一致するサービスについてのログ ファイルを VSE_matches という名前のファイルに生成します。このログ ファイ
ルを使用して、要求/応答レベルでエラーをデバッグすることができます。これは、lisatmp ディレクトリにあります。
処理する要求に一致する特性が含まれています。

同じコンピュータに複数の VSE がある場合、それぞれに一意の VSE_matches ファイル名が必要です。

VSE.log ファイル

VSE.log ファイルには、要求および応答を照合するときに検出されたエラーが含まれています。

監視
ポータルのサーバ ヘルス モニタ、サービス マネージャ コマンドライン ユーティリティ、レジストリ モニタ、またはエ
ンタープライズ ダッシュ ボードを使用して、DevTest Solutions を監視することができます。

サーバ稼働状況のモニタの使用
ポータルのサーバ稼働状況のモニタには、実行中のコンポーネントの全体的な稼働状況を示すインジケータが表示され
ます。

サーバ稼働状況のモニタにアクセスするには、左側のナビゲーション メニューから［モニタ］-［サーバ稼働状況］を選
択します。

コンポーネントの稼働状況を表示する権限がない場合、「このタイプのコンポーネントのステータスをモニタする許可が
ありません」というメッセージと共にコンポーネントが表示されます。それらのコンポーネントを表示しないようにする
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には、［許可なし］チェック ボックスをオフにします。 管理者は、ロールを使用して ACL でコンポーネントのタイプ
の許可を指定します。

特定のコンポーネントの稼働状況を表示する権限がない場合、「このリソースのステータスをモニタする権限がありま
せん」というメッセージと共にコンポーネントが表示されます。それらのコンポーネントを表示しないようにするに
は、［権限なし］チェック ボックスをオフにします。 管理者は、リソースおよびリソース グループを使用して、ACL
で特定のコンポーネントの許可を指定します。

以下の図は、サーバ稼働状況のモニタを示しています。

各サーバに対して、以下のフィールドが表示されます。

• タイプ
表示されているサーバ タイプは、レジストリ、シミュレータ、コーディネータ、または VSE です。

• 名前
サーバの名前を表示します。

• バージョン
のバージョンを表示します。

• ホスト
サーバのホスト名を表示します。

• ポート
サーバによって使用されるポートを表示します。

• OS
サーバのオペレーティング システムを表示します。

• 稼働時間の合計
サーバが起動してからの時間を時:分:秒の形式で表示します。

• 現在の CPU 使用状況（%） - JVM
Java 仮想マシン（）の CPU 使用時間の合計のパーセントを表示します。

• 現在の CPU 使用状況（%） - システム
システムの CPU 使用時間の合計のパーセントを表示します。

• CPU 時間の割合 - JVM GC
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JVM （）ガベージ コレクションが使用している CPU のパーセントを表示します。
• JVM ヒープ メモリ消費量 - 最大（MB）

JVM （）が使用しようとするヒープ メモリの最大の消費を表示します。
• JVM ヒープ メモリ使用量 - 割り当て（MB）

JVM （）のヒープ メモリの合計量をメガバイト単位で表示します。
• JVM ヒープ メモリ消費量 - 現在（MB）

JVM （）の現在のヒープ メモリの消費量をメガバイト単位で表示します。
• JVM ヒープ メモリ消費量 - 現在（%）

JVM （）の現在のヒープ メモリの消費量を合計に対するパーセントで表示します。
• サーバ情報
サーバ タイプに応じて、サーバに関する情報が表示されます。次の情報を表示できます。
– 現在のユーザ接続数
（レジストリの場合）現時点でレジストリにログインしているユーザの数のスナップショットです。

– 使用済みインスタンス数
（コーディネータおよびシミュレータの場合）実行中のテスト ケースおよびスイートのおおよその数を表示しま
す。

– 利用可能なインスタンス数
（コーディネータおよびシミュレータの場合）そのコンポーネントで追加で実行できるテスト ケースおよびス
イートのおおよその数を表示します。

– 最大インスタンス数
（コーディネータおよびシミュレータの場合）そのコンポーネントで実行できるテスト ケースおよびスイートの
おおよその数を表示します。 
デフォルト:コーディネータの場合は 128、シミュレータの場合は 256 です。この値は、プロパティで調節できま
す。

– パフォーマンス モード
（VSE の場合）有効または無効が表示され、VSEがパフォーマンス モードかどうかを示します。

ServiceManager の使用
ServiceManager コマンドライン ユーティリティを使用して、レジストリ、コーディネータ、シミュレータ、または
VSE サーバでさまざまなアクションを実行できます。

ServiceManager コマンドライン ユーティリティの形式は以下のとおりです。

ServiceManager [--command]=service-name

service-name は、影響を与えるサービスの名前です。

このコマンドと名前のペアは、繰り返すことができます。

名前を検索するには、lisa.properties キーを二重中かっこで囲みます。例： {{lisa.registryName}

サービス名の例

• tcp://localhost:2010/Registry
• Simulator （tcp://localhost:2014/Simulator に解決されます）

サービス マネージャ オプション

• -h、--help
ヘルプ テキストを表示します。

• -s service-name、--status=service-name
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サービスに関するステータス メッセージを表示します。service-name に all を入力すると、すべての登録済みサービ
スに関するステータス メッセージが返されます。

• -r service-name、--reset=service-name
サービスをメモリに保持し、状態をリフレッシュします。

• -o service-name、--stop=service-name
終了するようにサービスに指示します。

• -i valid-remote-init-service-name、--initialize=valid-remote-init-service-name
サービスをリモートで初期化します。

• -t service-name、--threaddump=service-name
診断用スレッド ダンプ（スタック トレース）を生成するようにサービスに指示します。

• -e service-name、--heapdump=service-name
メモリ診断用 .hprof ファイルを作成するようにサービスに指示します。

• -g service-name、--gc=service-name
Java ガベージ コレクションを強制するようにサービスに指示します。

• -d service-name、--diagnostic=service-name
サービス用診断ファイルが含まれる zip ファイルを作成します。サービスがレジストリである場合、この zip ファイ
ルには、接続しているすべてのコーディネータ、シミュレータ、および VSE サーバ用診断ファイルも含まれます。通
常、このオプションは、サポートによって要求されたときに使用します。
loglevel
このオプションには、loglevel という名前のセカンダリ パラメータも含まれます。loglevel に続けて、キーワード
（error、warn、info、debug、trace のいずれか）を指定します。
たとえば、ServiceManager -d tcp://10.1.1.23:2010/Registry loglevel debug は、エージェントを含めたすべてのコ
ンポーネントのログ レベルをデバッグ レベルに設定します。その後、サービス マネージャは以下のメッセージを書
き込みます。
ログ レベルがデバッグに設定されました。再現ステップを実行した後、リターン キーを押してログ レベルをリスト
アして診断をキャプチャしてください。
生成される ZIP ファイルには、接続しているすべてのコンポーネントおよびスレッド ダンプに対するデバッグ ログ
レベルのログ、ライセンス情報、およびプロパティが含まれます。また、この zip ファイルには、レジストリ ブロー
カに接続しているエージェントのログも含まれます。

NOTE
VSE、コーディネータ、またはシミュレータ サーバに -d コマンドが送信された場合は、そのコンポーネン
トに対するログおよび診断のみが zip に含められます。エージェントにはトレース ログ レベルはありませ
んが、dev ログ レベルがよく似ており、同様に処理されます。

ServiceManager -d は、リモート コンポーネントからデバッグ情報を収集するにはフルコンポーネント名（-n
tcp://:/）が必要です。「-n」のみを渡すと、ユーティリティはレジストリ サービスが存在する同じシステムから診断
情報を取得しようとします。

• -u ユーザ名、--username=ユーザ名
ユーザ名を指定するには、このコマンドを使用します。

• -p パスワード、--password=パスワード
パスワードを指定するには、このコマンドを使用します。

• --version
バージョン番号を出力します。

• -m レジストリ名、--registry-name=レジストリ名
接続するレジストリを指定するために、initialize と共に使用されます。

• -n コンポーネント名、--component-name=レジストリ名
コンポーネント名を指定するために、initialize と共に使用されます。

• -l ラボ名、--lab-name=ラボ名
作成するラボ名を指定するために、initialize と共に使用されます。

• -a アプリケーション名、--app=アプリケーション名
サーバのアプリケーション ID を指定するために、initialize と共に使用されます。
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例：

MySim と命名するシミュレータがあり、MyRegistry にそのシミュレータを接続して、MyDevLab と命名する新しいラボ
を開始する場合は、以下のように入力します。

./SimulatorService -n MySim -m tcp://1.2.3.4:2010/MyRegistry -l MyDevLab

別のシミュレータをそのラボに追加する場合は、以下のように入力します。

./SimulatorService  -- component-name=MySecondSim  -- registry-name=tcp://1.2.3.4:2010/
MyRegistry  -- lab-name=MyDevLab

そのレジストリに VSE を追加するが、ラボは別のものにする場合は、以下のように入力します。

./VirtualServiceEnvironment -n CoreServices -m tcp://1.2.3.4:2010/MyRegistry -l QA

サービス マネージャの例

以下の例は、レジストリのステータスを確認します。

ServiceManager -s Registry

Coordinator Servers: 1 Simulator Servers: 2 VSEs: 1 Running vusers: 0

Labs: 1 Memory used 76mb, allocated 155mb, max 253mb (30%)

labSims: 2 labVSEs: 1 labCoords: 1

以下の例は、すべての登録済みサービスのステータスを確認します。

Coordinator Server: tcp://bdert-mbp.local:2011/Coordinator

OK: 1 Coordinators running. Memory used 223mb, allocated 461mb, max 910mb (24%) Our cpu usage 0%, system cpu used 8%

Simulator Server: tcp://bdert-mbp.local:2014/Simulator

OK: 1 Simulators running. Memory used 301mb, allocated 437mb, max 910mb (33%) Our cpu usage 0%, system cpu used 8%

以下の例は、レジストリを停止します。

ServiceManager -o Registry

Sending stop request to Registry.
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以下の例は、VSE サーバのスレッド ダンプを生成します。

ServiceManager --threaddump=tcp://remote.host.com:2013/VSE

< a bunch of stack traces >

以下の例は、VSE サーバの Java ガベージ コレクションを強制します。

ServiceManager --gc=VSE

After GC: Memory used 55mb, allocated 225mb, max 246mb (22%)

以下の例は、レジストリに接続しているすべてのコンポーネントに対するトレース レベル ログが含まれる zip ファイル
を生成します。

ServiceManager --diagnostic=Registry loglevel TRACE

以下の例は、シミュレータに対するデバッグ レベル ログが含まれる zip ファイルを生成します。

ServiceManager -d Simulator loglevel debug

レジストリ モニタの使用
レジストリ モニタを使用すると、テスト スイートのテスト ケース、シミュレータ、コーディネータ、および仮想環境を
モニタできます。

  

レジストリ モニタを開くには、 のメイン ツールバーの［レジストリ モニタの切替］

をクリックします

  

 1647



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

レジストリ モニタには、以下のタブがあります。

• ［テスト］タブ
• ［シミュレータ］タブ
• ［コーディネータ サーバ］タブ
• ［仮想環境］タブ

レジストリ モニタ - ［テスト］タブ

［テスト］タブには、このテスト スイートで現在実行されているすべてのテスト ケースに関する情報がリスト表示され
ます。

テスト ケースごとに、テスト名、ステータス、開始時刻、インスタンス、平均時間、および残り時間を表示できます。

選択したテストに対して、以下のアクションを実行できます。

• テストを停止するには、［停止］

をクリックします。
• テストを強制終了（即時停止）するには、［強制終了］

をクリックします。
• テストを最適化するには、［テストの最適化］

をクリックします。
詳細については、「ロード テスト オプティマイザの使用」を参照してください。 

• テストを表示するには、［テストの表示］

をクリックします。
テスト情報は、テスト モニタに表示されます。

レジストリ モニタ - ［シミュレータ］タブ

［シミュレータ］タブでは、選択したシミュレータ サーバにリアルタイムで仮想ユーザを追加できます。

このタブには、シミュレータ サーバおよび使用可能なインスタンスがリスト表示あれます。

レジストリ モニタ - ［コーディネータ サーバ］タブ

［コーディネータ サーバ］タブには、実行されているコーディネータ サーバに関する情報がリスト表示されます。

選択したコーディネータ サーバに対して、以下のアクションを実行できます。
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• このサービスをシャットダウンするには、［停止］

をクリックします。
• このサービスをリセット（現在のアクティビティを停止してクリア）するには、［リセット］

をクリックします。
• ステータス メッセージを表示するには、［ステータス メッセージの表示］

をクリックします。

レジストリ モニタ - ［仮想環境］タブ

［仮想環境］タブには、実行されている仮想環境（ある場合）に関する情報がリスト表示されます。

エンタープライズ ダッシュボードの使用
このセクションには、エンタープライズ ダッシュ ボードの機能ついて説明する以下のページが含まれます。

エンタープライズ ダッシュボードの機能
このページには、エンタープライズ ダッシュボードの機能に関する以下の情報が含まれています。

エンタープライズ ダッシュボードを開く

WARNING

エンタープライズ ダッシュボードにアクセスするには、 の Identity and Access Manager コンポーネントがイ
ンストール、設定、および実行されている必要があります。

Web ブラウザから エンタープライズ ダッシュボードを開く方法

1. Identity and Access Manager が実行されていることを確認します。
IAM が稼働中でない場合は、エンタープライズ ダッシュボードにログインできません。

2. エンタープライズ ダッシュボードをインストールしたディレクトリに移動します。
3. エンタープライズ ダッシュボード サーバがまだ実行されていない場合、起動する必要があります。bin ディレ
クトリに移動して EnterpriseDashboard.exe を実行するか、または［スタート］-［プログラム］メニューから
［Enterprise Dashboard Server］を選択します。

4. web ブラウザで http://localhost:1506/ と入力するか、［スタート］-［プログラム］メニューから［  Enterprise
Dashboard UI］を選択します。
エンタープライズ ダッシュボードがリモート コンピュータで実行されている場合は、localhost をそのコンピュータ
の名前または IP アドレスに置き換えます

5. ログイン画面でユーザ名とパスワードを入力して、［ログイン］をクリックします。
エンタープライズ ダッシュボードが表示されます。

エンタープライズ ダッシュボードのメイン ウィンドウを使用して、パワー ユーザのピーク数、ファンクショナル仮想
サービス環境、パフォーマンス仮想サービス環境およびワークステーションに関するパフォーマンス統計情報を表示でき
ます。

ファンクショナル VSE、パフォーマンス VSE、およびワークステーション データは、リアルタイムに表示されます。
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SV パワー ユーザのデータはセッション データに応じて表示され、完了した（ユーザがログアウトした）セッションに
基づくピーク数を表示します。パワー ユーザとしてまだログインしている可能性のあるユーザに応じた数は表示されま
せん。

エンタープライズ ダッシュボードには、今月のトランザクションおよび仮想サービスの履歴、および実行されているレ
ジストリも表示されます。

ピーク使用率データ

ダッシュボードの上部に表示されるピーク使用率データは、完了したパワー ユーザ セッション、ファンクショナル
VSE、パフォーマンス VSE、およびワークステーションの 4 つの使用領域をカバーします。

SV パワー ユーザ タイル

次の詳細を表示するには、［SV パワー ユーザ］タイルをクリックします。開始時間、終了時間、ユーザの合計数。この
データは、そのセッションがすでに終了しているパワー ユーザのみをカウントします。データには、現在ログインして
いるユーザのリアルタイム レポートは表示されません。データは 1 時間ごとに更新されます。
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パフォーマンス VSE タイル

次のさらなる詳細を表示するには、［パフォーマンス VSE］タイルをクリックします。開始時間、終了時間、合計
VSE。このデータはリアルタイムで更新され、パフォーマンス モードでの VSE の現在のピーク データを表示します。
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ダッシュボード グラフ

ダッシュボード グラフには、トランザクションおよび仮想サービスの消費量が表示されます。

トランザクションおよび仮想サービスの消費量グラフ

10.3 以降、エンタープライズ ダッシュボードでは、トランザクションおよび仮想サービスの使用状況の詳細が表示され
るようになりました。消費量ベースのライセンスの場合、グラフには、使用された仮想サービスと、現在の使用済みおよ
び未使用のトランザクションが表示されます。

• 契約上のトランザクション量を超過すると、そのことがグラフに表示されます。
• デフォルトのビューは、現在の月です。日付範囲は、個別のレポート ニーズを満たすように変更できます。

以前のライセンス モデル、PLA、または消費量が無制限の場合、グラフには、指定期間内に消費された量が表示されま
す。

詳細メトリック

さらなる詳細を表示するには、グラフ ウィンドウ内のトランザクションおよび仮想サービスのグラフの下にある［詳細
メトリック］リンクをクリックします。

すると、さらに 4 つのグラフを表示する新しいページが開きます。

トランザクションの詳細メトリック

トランザクションの詳細メトリック ページには、以下の追加レベルの詳細が表示されます。

1. 累積的なトランザクション使用量（デフォルトの現在の月のビュー）、月末までの予測使用量、および 1 か月あたり
の制限を示すグラフ。
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2. 日次のトランザクション使用量および 1 日あたりの制限を示すグラフ。

パフォーマンス VSE ビュー

スイッチをクリックすると、VSE パフォーマンス モード データのオン/オフが切り替わります。

仮想サービスの詳細メトリック

仮想サービスの詳細メトリック ページでは、以下の情報が表示されます。

1. 仮想サービスの日次の使用量を示すグラフ。
2. 以下を表示するテーブル。

• 現在実行中の仮想サービス環境
• 各 VSE 上で実行されている仮想サービスの数
• 各 VSE 上で実行されているトランザクションの数。
• 各 VSE に関連付けられているホストおよびポート。
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VSE 名の列内のリンクをクリックすると、特定の VSE 上で実行されている各仮想サービスの詳細が表示されます。これ
には、VS 名およびその VS で実行されているトランザクションが含まれます。

NOTE

VSE 名をクリックして表示されるデータは、［VSE 詳細］テーブルのその VSE の合計トランザクション数と
正確には一致しない場合があります。その原因は、わずかな同期の問題が発生する場合があることです。最も
正確なのは、［VSE 詳細］テーブル上の合計トランザクション数です。

パフォーマンス VSE ビュー
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パフォーマンス VSE ビューのスイッチをクリックすると、VSE パフォーマンス モード データのオン/オフが切り替わり
ます。

レジストリの実行

• 表示名
表示名は、レジストリを設定するときに割り当てた名前です。

• 名前
レジストリの URL。

• 最終更新
エンタープライズ ダッシュ ボードがこのレジストリから最後にデータを受信したときの日時。

• バージョン
そのレジストリの  バージョン。

• コーディネータ、シミュレータ、VSE、ワークステーション、エージェント、およびラボ
レジストリに関連付けられている各リソースの数。

NOTE

エージェントを表示するには、start broker.exe を起動する必要があります。
• DevTest コンソール URL
ポータルへのリンクを提供する  コンソール用のランディング ページのアドレスです。

エンタープライズ ダッシュボードが使用するデータベースに関する情報を表示するには、パネルの右上隅にあるデータ
ベース アイコンにマウス カーソルを合わせます。

データベース URL、データベース タイプ、データベース バージョン、ドライバ名、ドライバ バージョン、およびユー
ザが、ポップアップ ウィンドウに表示されます。

エンタープライズ ダッシュボードの［レジストリ詳細］ウィンドウ

エンタープライズ ダッシュボードの［レジストリ詳細］ウィンドウには、レジストリに関する詳細が表示されます。メ
イン ページでレジストリの表示名をクリックすると、［レジストリ詳細］ウィンドウが表示されます。
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ウィンドウの上部には、指定されたフィルタのタイムフレーム中に実行されていた、このレジストリのすべてのコーディ
ネータ、シミュレータ、VSE サーバ、ラボ、ワークステーション、およびエージェントがリスト表示されます。

メトリックの表示に使用するタイムフレームを指定するには、パネルの左上にあるドロップダウン フィールドを使用
します。最初のドロップダウン フィールドには、標準のタイムフレームのリストが表示されます。より詳細なタイム
フレームを使用するには、その他のドロップダウン フィールドで開始日時および終了日時を指定します。［リフレッ
シュ］アイコンをクリックして、表示をリフレッシュします。

エンタープライズ ダッシュボードがしばらくの間アイドル状態になっていた場合は、［リフレッシュ］

をクリックして各パネルのデータをリフレッシュしてください。

ウィンドウの下部には、レジストリ、VSE サーバ、コーディネータ、およびシミュレータのメトリックが表示されま
す。

パネルの［レジストリ メトリック］領域には、指定の期間中に実行されたワークステーション、シミュレータ、コー
ディネータ、エージェント、および VSE の最大数が同時に表示されます。

パネルの［VSE メトリック］領域には、指定の期間中にアクティブであった各 VSE のトランザクションの数および展開
されたラボの数が表示されます。

パネルの［コーディネータ メトリック］領域には、指定期間中に各コーディネータに対して開始されたテストの数が表
示されます。

テスト スイートを実行したときに、エンタープライズ ダッシュボードの［開始したテスト］の数が想定外であった場
合は、 ワークステーションのスイート結果セクションを参照してください。失敗した各テストの結果を確認します。ス
テージングが失敗したテストは、［テストの開始］の数に含まれません。
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パネルの［シミュレータ メトリック］領域には、指定期間中にアクティブであった仮想ユーザの最大数が表示されま
す。

メイン ウィンドウに戻るには、ページの左上隅にある階層リスト内の［ホーム］をクリックします。

NOTE

エンタープライズ ダッシュ ボードでは、不注意のコンポーネントの停止と再起動が、レジストリと基盤となる
コンポーネントの間のネットワーク接続のロストとして散発的に表示される場合があります。レジストリが期
間中に基礎となるコンポーネントへの接続を失う場合、コンポーネントがシャット ダウンされたとみなされ、
「終了イベント」が生成され、そのコンポーネントのエンタープライズ ダッシュ ボードに送信されます。

エンタープライズ ダッシュボードの投資収益率ウィンドウ

これは、ダッシュボードの［ツール］セクション（メイン ツールバーの右上）にあります。この計算機は、組織内での
Service Virtualization の使用から生じる潜在的な財務利益を測定するための便利な方法を提供します。

詳細については、「投資収益率計算機」を参照してください。

電子メール通知オプションでは、消費量ベースのライセンス モデルのお客様に、トランザクションの使用状況に関する
重要な情報および通知が提供されます。これらの通知は、契約上の制限に対するトランザクション消費量に関するデータ
を提供します。

レジストリまたはエンタープライズ ダッシュボードの再アクティブ化
のインストール セットアップ ウィザードは新しいレジストリを設定します。エンタープライズ ダッシュボードやレジ
ストリを開始するとき、レジストリは自動的にアクティブ化されます。ただし、以降に、エンタープライズ ダッシュ
ボード URL の変更がある場合は、再アクティブ化が必要です。この手順は、 9.1 以降で有効です。以前のバージョンの
レジストリの再アクティブ化については、「レジストリのメンテナンス」を参照してください。

以下の手順に従います。

1. エンタープライズ ダッシュボードのホスト名またはポートが変更された場合は、以下の手順に従います。
a. レジストリのあるコンピュータにログオンします。
b. LISA_HOME に移動し、site.properties を開きます。
c. エンタープライズ ダッシュボードのホスト名またはポートが変更された場合は、以下の行を更新します。

devtest.enterprisedashboard.host=localhost

devtest.enterprisedashboard.port=1506

d. URL が HTTP から HTTPS、または HTTPS から HTTP に変更された場合は、以下の行を更新します。

devtest.enterprisedashboard.https.enabled=false|true

e. ファイルを保存します。
f. レジストリを再起動します。

2. エンタープライズ ダッシュボードが実行されていることを確認します。
3. レジストリがインストールされているサーバのホスト名が変更された場合は、レジストリを再起動して再アクティブ
化します。

4. レジストリのレジストリ名またはレジストリ ポートが変更された場合は、以下の手順に従います。
a. レジストリの変更があったコンピュータにログオンします。
b. コマンド プロンプトまたはターミナル ウィンドウを開いて、LISA_HOME に移動します。
c. 新しい名前またはポートでレジストリを開始します。以下に例を示します。
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./bin/Registry.exe -n “tcp://localhost:2093/MyRegistry”

5. レジストリの再設定を確認します。

レジストリのメンテナンス
レジストリは、エンタープライズ ダッシュボードからライセンスを取得し、格納し、その使用数をダッシュボードに転
送します。

レジストリのメンテナンスには、以下の手順が含まれます。

• のレジストリを追加し、レジストリを検証します。

レジストリを追加する方法

1. 新しくインストールされた  の LISA_HOME ディレクトリに移動します。
2. _site.properties をコピーし、コピーの名前を site.properties に変更します。
3. 編集のために site.properties を開きます。Section 1 - Enterprise Dashboard を見つけます。
4. 以下の行のコメントを外し、somehost を localhost または有効なホスト名に書き換えます。CIC エンタープライズ
ダッシュ ボード ブリッジの場合、ホスト名を使用します。
 lisa.enterprisedashboard.host=somehost
 

5. site.properties を保存して終了します。
6. レジストリを再起動します。

リリース 9.1 よりも古いレジストリの CIC をアクティブ化する方法

では CIC を使用して、エンタープライズ ダッシュボード 9.1 以降で 9.1 より前のレジストリをサポートします。レジス
トリがリリース 9.1 以降の場合、CIC をアクティブにする必要はありません。

1. エンタープライズ ダッシュボードを起動します。
2. LISA_HOME/bin/EnterpriseDashboardCIC.exe を実行することによって、CIC を起動します。
3. CIC が実行されているホストをポイントするように、各レガシー レジストリの

lisa.enterprisedashboard.service.url プロパティを変更します： lisa.enterprisedashboard.service.url=tcp://
<host>:2003/EnterpriseDashboard

4. レガシー レジストリを再起動します。
5. エンタープライズ ダッシュボード UI が実行されていない場合は起動します。
6. レガシー レジストリがホーム ページに表示されていることを確認します。

ダッシュボード データのエクスポート
エンタープライズ ダッシュボードでは、現在および履歴のダッシュボード データを Excel 形式でエクスポートすること
ができます。メイン ウィンドウまたは［レジストリ詳細］ウィンドウのいずれかからデータをエクスポートできます。

以下のメトリックがエクスポートされます。

• レジストリ メトリック
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– 実行中ワークステーションの数（最小/最大）
– 実行中シミュレータの数（最小/最大）
– 実行中エージェントの数（最小/最大）
– 実行中コーディネータの数（最小/最大）
– 実行中の VSE （仮想サービス環境）の数（最小/最大）

• VSE メトリック
– 展開されるモデルの最大数

• コーディネータ メトリック
– Number of Tests Started （開始テスト数）

• シミュレータ メトリック
– 割り当てられる VU の最大数

 

以下の手順に従います。

1. ウィンドウの右上隅の［オプション］をクリックし、［Excel にエクスポート］を選択します。
メイン ウィンドウからエクスポートする場合は、［レジストリ データのエクスポート］ウィンドウが表示されま
す。 

2. 以下のフィールドに入力します。
– ライブ データのみエクスポート
このチェック ボックスをオンにすると、ライブ データだけに限定してエクスポートされます。
このチェック ボックスをオフにすると、履歴データがエクスポートされます。

– レジストリに ping
このチェック ボックスをオンにすると、各レジストリに ping を実行してレジストリのステータスを判定し、エク
スポートされたファイルにそのステータスを出力します。
このチェック ボックスをオフにすると、エクスポートされたファイル内の各レジストリのステータスは「不明」
になります。

NOTE
このオプションは履歴データのみに適用されます。ライブ データのエクスポートでは、各レジストリの
ステータスは自動的に判定されます。

3. エクスポートされた Excel ファイルを保存するか、または開くかのいずれかを選択するように求められます。
4. 以下のいずれかをクリックします。

– エクスポートしたファイルを指定ディレクトリに保存するには、［保存］をクリックします。
– エクスポートされたファイルを表示するには、［開く］をクリックします。

5. ［OK］をクリックします。

使用状況の監査データをエクスポート

DevTest Solutions 使用状況監査レポートは、以下のユーザ タイプごとの最大同時使用状況に基づくライセンス契約書の
遵守についての詳細を提供します。

• CAI パワー ユーザ
• サービス仮想化パワー ユーザ
• アプリケーション テスト パワー ユーザ
• ランタイム ユーザ

使用状況監査レポートは、オンデマンドで生成できます。

以下の手順に従います。

1. ブラウザでエンタープライズ ダッシュボードにアクセスします。
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http://hostname:1506

2. 歯車アイコンをクリックして、［使用状況監査データをエクスポート］を選択します。
［Export Usage Audit Data］ダイアログ ボックスが表示されます。

3. レポート日付範囲の開始日と終了日を選択するには、カレンダ アイコンをクリックしてから、［OK］をクリックし
ます。
指定した日付範囲から生成されたレポートが、ウィンドウの左下にダウンロードされます。

4. 作成したレポートが含まれる Excel ブックを開くには、［DevTestSolutionsUsageAuditReport.xlsx］をクリックしま
す。
各タブの詳細については、「DevTest Solutions 使用状況監査レポート」を参照してください。

ダッシュボード言語の変更
エンタープライズ ダッシュボードでは、ダッシュボード ユーザ インターフェースで使用される言語を変更できます。

以下の手順に従います。

1. ウィンドウの右上隅にある［オプション］をクリックし、［言語］を選択します。
利用可能な言語がリストされます。

2. 言語を選択します。

投資収益率計算機
ROI （投資収益率）計算機を使用すると、コスト基準を設定し、Service Virtualization エンタープライズ エディションの
使用によって見込まれる節約を計算できます。

ROI 計算機へのリンクは、ダッシュボードの［ツール］セクションにあります。

各フィールドに指定のコストとレート データを設定し、測定する条件を設定します。ROI 計算機は、トランザクション
と仮想サービスの最新データを取得し、それら 2 つのリアルタイム条件に基づいて節約額を算出します。

米ドルに加えて、さまざまな出力の測定値を使用できます。

新しい出力測定値は次のとおりです。

• 節約された FTE 時間
• 回避された障害
• 回避されたハードウェア/ソフトウェアの購入
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各条件には、節約額を計算するために使用する基礎となるロジックを説明するツール ヒントが付属しています。

注： 任意のレポート ニーズに対応するため、ROI 計算機からデータを Excel にエクスポートする追加のオプションがあ
ります。

エンタープライズ ダッシュボード レポート

仮想サービスおよびインフラストラクチャ ROI レポート

仮想サービスおよびインフラストラクチャ ROI レポートを使用すると、サービス仮想化を使用して、仮想サービスあた
りまたはトランザクションあたりの節約に基づいて全体的なコスト削減を計算できます。

ROI の計算は、組織による DevTest ソリューションの使用状況に基づきます。

以下の手順に従います。

1. エンタープライズ ダッシュボードを開きます。
2. 右上の歯車アイコンを選択し、［Virtual Service & Infrastructure ROI Calculator （仮想サービスおよびインフラス
トラクチャ ROI 計算機）］をクリックします。

［Virtual Services and Infrastructure ROI （仮想サービスおよびインフラストラクチャ ROI）］ダイアログ ボック
スが表示されます。
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3. ページ上で以下の項目を選択し、［レポートの生成］をクリックします。
通貨： ROI の計算に使用する通貨タイプを選択します。サポートされている通貨は、ドル、英国ポンド、オーストラ
リア ドル、ユーロ、および円です。デフォルト値は USD です。
日付： ROI を計算する時間範囲を指定します。デフォルトは前月です。
Cost Savings （コスト削減）： ファンクショナル VSE とパフォーマンス VSE の両方について、仮想サービスおよ
びトランザクションあたりのコスト削減を設定します。デフォルト値は、仮想サービスあたり 2 セント、およびトラ
ンザクションあたり 5 セント（別の通貨タイプを選択した場合は同等の値）です。このデフォルト値は、サービス仮
想化について業界全体で受け入れられているコスト削減値に基づいています。
購入した環境の数： 仮想サービスを実行するか、またはトランザクションを実行するために購入された環境またはリ
ソースの数を指定します。デフォルト値は 3 です。
HW/SV 環境あたりのコスト： ハードウェア/ソフトウェア環境あたりのコストを指定します。デフォルト値は
105,000 です。これは環境をセットアップするためのすべてのハードウェア、ソフトウェア、および労働コストを表
します。サービス仮想化により、テストをサポートするためにこれまで必要だった環境への投資を削減できます。こ
の計算機は、仮想サービス、総合データ、および動的データ セットによって置き換えることができる、インフラスト
ラクチャでのリソース消費の必要性について、削減率を 50% と想定しています。50% という数値は、お客様からの
フィードバックと業界全体で受け入れられている数値に基づいています。所属組織のコストをより正確に反映するよ
うに、環境あたりのデフォルトのコストである 105,000 を変更できます。
VSInfrastructureROIReport.xlsx という名前のレポートがシステムにダウンロードされます。

このレポートには、以下の 2 つのタブがあります。

ROI based on VSE Usage （VSE の使用状況に基づく ROI）：
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ROI based on Infra Usage （インフラの使用状況に基づく ROI）：
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リファレンス

このセクションでは、DevTest Solutions で一般的に使用されるエレメントの詳細について説明します。

また、このセクションでは、REST 呼び出し API の概要も説明します。この概要には、完全な API ドキュメントへのリ
ンクが含まれています。

アサーションの説明
######は、1 つのステップとそのフィルタがすべて実行された後に実行されるエレメントです。

このセクションでは、以下のアサーションについて説明します。

正規表現は、多くのアサーションで比較を行うために使用されます。正規表現の詳細については、「正規表現」を参照し
てください。

HTTP アサーション
以下のアサーションは、任意のテスト ステップの HTTP アサーションのリストで使用できます。

比較する HTML コンテンツを強調表示
比較する HTML コンテンツを強調表示アサーションでは、比較を、HTML ページのコンテンツに基づいたものにするこ
とができます。このアサーションは、HTML ページで動作するように設計された「画面のペイント」技術を使用します。
たとえば、大きな HTML ドキュメントがある場合、「対象のコンテンツ」の前後のデータを特定できます。これによ
り、「対象のコンテンツ」が何と比較されるかが特定されます（通常、データ セットで提供される期待値）。

テキストは、エディタの下部のアイコンを使用してマークされます。
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Figure 35: アサーション エディタのアイコン

この技術について、例を用いて説明します。

以下の例では、「Welcome to ITKO examples」というテキストに表示される会社名（現在は ITKO）が、指定されたプ
ロパティの値と一致するかどうかを確認します。上記に示したボタンを使用して、テキストを選択し、適切なアイコンを
クリックすることにより、テキストをマークしています。

• 黄色の背景色は、そのまま表示される必要があるテキストを示します。
• 白の背景色は、存在する必要がないか変更可能なテキストを示します。
• 赤の背景色は、ダイアログ ボックスに入力されたプロパティに一致する必要があるテキストを識別します。
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この画面では、上部パネルのブラウザに HTML が表示され、下部パネルに実際の HTML テキストが表示されてい
ます。「Welcome to」と「examples」を必須にします。それらのテキストの境界を設定し、［保持テキスト］

アイコンをクリックします。次に、強調表示されたコンテンツの内部の会社名のテキスト「ITKO」を選択し、［プロパ
ティ一致］

アイコンをクリックします。ダイアログ ボックスにプロパティ名「correctCompany」を入力します。このプロパティ
は、境界が設定された 2 つのテキストの間に表示されているテキストと比較されます。会社名のテキストは、プロパ
ティの名前と置き換えられます。

アサーションを実行するには、［アサーションの実行］ボタンをクリックします。
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このアサーションが実行されると、correctCompany プロパティの値が、「Welcome to」と「examples」の間に挿
入されます。結果として作成されたテキストが、HTML 応答の対応するテキストと比較されます。「Welcome to
correctCompany examples」というテキストの HTML 内での場所は変更でき、変更しても検出できます。

HTML のページ内プロパティの確認
アサーションで使用される可能性があるプロパティ データが Web ページに含まれている場合は、HTML のページ内プロ
パティの確認アサーションを使用します。プロパティ データは、以下の項目について Web ページを解析することによ
り、アサーションで使用可能になります。

• メタ タグ
• タイトル タグ
• 非表示のフォーム フィールド
• 製品が自動的に解析できるその他のタグ（<lisaprop> タグ、 Integration API など）

使用可能なプロパティのテーブルの例を以下に示します。

 1668



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

以下のフィールドに入力します。
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• 名前
アサーションの名前を定義します。

• 条件:
ドロップダウン リストからアサーションの動作を指定します。

• 次のステップ
アサーションが起動された場合のリダイレクト先のステップを指定します。

• ログ
アサーションが起動された場合に出力するイベント テキストを指定します。

アサーションを実行するには、［アサーションの実行］をクリックします。

NOTE
タグの HTML 解析フィルタをインストールするように促されることがあります。

HTTP ヘッダに式が含まれていることを確認
HTTP ヘッダに式が含まれていることを確認アサーションでは、特定の HTTP 結果ヘッダに、指定した正規表現に一致
するフィールドが含まれていることを確認できます。

以下のフィールドに入力します。

• 名前アサーションの名前を定義します。
• 条件ドロップダウン リストからアサーションの動作を指定します。
• 次のステップアサーションが起動された場合のリダイレクト先のステップを指定します。
• ログアサーションが起動された場合に出力するイベント テキストを指定します。
• ヘッダ フィールド
ヘッダ フィールドの名前。

• 正規表現
ヘッダ フィールドに含まれている必要がある正規表現。

アサーションを実行するには、［アサーションの実行］をクリックします。

 

HTTP 応答コードのチェック
HTTP 応答コードのチェックアサーションでは、HTTP 応答コードが指定した正規表現に一致することを確認できます。

以下のフィールドに入力します。

• 名前
アサーションの名前を定義します。

• 条件:
ドロップダウン リストからアサーションの動作を指定します。

• 次のステップ
アサーションが起動された場合のリダイレクト先のステップを指定します。

• ログ
アサーションが起動された場合に出力するイベント テキストを指定します。

• 正規表現
応答コードに含まれている必要がある正規表現。たとえば、HTTP 応答コードが 400 から 499 の範囲にあることを確
認するには、［正規表現］を「4\d\d」に設定します。

アサーションを実行するには、［アサーションの実行］をクリックします。
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シンプル Web アサーション
シンプル Web アサーションは、Web アプリケーションからリターン コードを読み取ります。アプリケーションがリ
ターン コードの 404 （ページが見つかりません）、500 （サーバ エラー）、またはその他のエラーを返す場合、アサー
ションは true を返します。

examples プロジェクトの multi-tier-combo テスト ケースには、このタイプのアサーションがあります。

以下のフィールドに入力します。

• 名前
アサーションの名前を定義します。

• 条件:
ドロップダウン リストからアサーションの動作を指定します。

• 次のステップ
アサーションが起動された場合のリダイレクト先のステップを指定します。

• ログ
アサーションが起動された場合に出力するイベント テキストを指定します。

アサーションを実行するには、［アサーションの実行］をクリックします。

 

Web 応答のリンクを確認
Web 応答のリンクを確認アサーションは、返された Web ページのすべてのリンクが有効であり、404 エラーやその他の
HTTP エラーを返さないことを確認します。このアサーションは、通常、リンクがアプリケーションにわたって正しく動
作しており、ページに非アクティブなリンクがないことを確認するために使用されます。

以下のフィールドに入力します。

• 名前アサーションの名前を定義します。
• 条件ドロップダウン リストからアサーションの動作を指定します。
• 次のステップアサーションが起動された場合のリダイレクト先のステップを指定します。
• ログアサーションが起動された場合に出力するイベント テキストを指定します。

リンクに対して以下の条件を確認できます。

• 同じドメインのリンクのみ確認
返された Web ページの現在のドメインのリンクのみを確認します。

• クエリ文字列を含める
返された Web ページにクエリ文字列が存在する場合、それらを確認します。

• アンカーを含める（<_a>）
現在の Web ページのすべてのアンカー リンクが確認されます。

• イメージを含める
返された Web ページ上のイメージがすべて確認されます。

• アセットを含める（<_link> & <_script>）
現在の Web ページのスクリプトおよびリンクが確認されます。

• 正規表現に一致するリンクをスキップ
スキップするリンクの正規表現を入力します。

データベース アサーション
以下のアサーションは、任意のテスト ステップのデータベース アサーションのリストで使用できます。
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結果セット サイズを確認
結果セット サイズを確認アサーションは、結果セット内の行を数え、上限および下限の値の範囲内にそのサイズが収ま
ることを確認します。

このアサーションの例としては、HTML テーブルの行数がデータ セットからの有効な値と一致するかどうかの確認など
があります。

以下のフィールドに入力します。

• 名前
アサーションの名前を定義します。

• 条件:
ドロップダウン リストからアサーションの動作を指定します。

• 次のステップ
アサーションが起動された場合のリダイレクト先のステップを指定します。

• ログ
アサーションが起動された場合に出力するイベント テキストを指定します。

• 結果セットが警告を含む
選択された場合、データベースは結果セット内の警告を返します。データベースが結果セットで警告をサポートして
いるかどうかを判断するには、システム管理者に問い合わせてください。

• 行数 >=
結果セット内の最小行数。-1 は最小値が設定されていないことを示します。

• 行数 <_=
結果セット内の最大行数。-1 は最大値が設定されていないことを示します。

アサーションを実行するには、［アサーションの実行］をクリックします。

たとえば、データベース アサーション ステップが 1 つ（1 つだけ）の行を返すようにするには、［行数 >=］フィールド
に「1」を設定し、［行数 <=］フィールドに「1」を設定します。

結果セットに式が含まれていることを確認
結果セットに式が含まれていることを確認アサーションは、入力された表現が結果セットの特定の列の少なくとも 1 つ
の値に一致することを確認します。

以下のフィールドに入力します。

• 名前
アサーションの名前を定義します。

• 条件:
ドロップダウン リストからアサーションの動作を指定します。

• 次のステップ
アサーションが起動された場合のリダイレクト先のステップを指定します。

• ログ
アサーションが起動された場合に出力するイベント テキストを指定します。

• 列
確認対象テキストを含む列を定義します。この値は列名またはインデックスです。

• 正規表現
列と比較する正規表現。

アサーションを実行するには、［アサーションの実行］をクリックします。

たとえば、クエリから返された少なくとも 1 つの行に、「wp」で始まるログインの値があることを確認するに
は、［列］フィールドを「login」に設定し、［正規表現］フィールドを「wp.*」に設定します。
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XML アサーション
以下のアサーションは、任意のテスト ステップの XML アサーションのリストで使用できます。

テキストの強調表示による比較
テキスト コンテンツの強調表示による比較アサーションは、HTML ページで動作するよう特別に設計された「画面の
ペイント」技術を使用します。たとえば、大きな HTML ドキュメントがある場合、ユーザが対象のコンテンツの前後の
データを特定します。これにより、対象のコンテンツが何と比較されるかが特定されます（通常、このコンテンツはデー
タ セットで提供される期待値）。

エディタの下部のアイコンを使用してテキストをマークします。

Figure 36: アサーション エディタのアイコン

以下の例の目的は、次のとおりです。

• バッファに特定のファイルが含まれていることを確認する。
• いずれかのファイルのサイズをプロパティの値と比較する。

上記の図に示された 3 つのボタンを使用して、テキストを選択し、適切なアイコンをクリックすることにより、テキス
トをマークしています。

• 黄色の背景色は、そのまま表示される必要があるテキストを示します。
• 白の背景色は、存在する必要がないか変更可能なテキストを示します。
• 赤の背景色は、ダイアログ ボックスに入力されたプロパティに一致する必要があるテキストを識別します。
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上記の図に示されたトークンのセットは、以下のように解釈できます。

• バッファは、黄色で示された「Snapshot of: C:\Lisa\」というテキストで始まる必要があります。
• 次のトークンでは、多くのファイルがバッファにある場合と、ない場合があります。次のトークンは「変更可能テキ
スト」トークンであるため、不一致は重要ではありません。

• 「i4jinst.dll」ファイルおよび「rw」属性が存在する必要があります。
赤で示された「filesize」は、プロパティ キー filesize と関連付けられた値が式で変換され、その後に比較が実施され
ることを意味します。

• 「06/08/2011」というテキストが存在する必要があります。
• 「install.prop」ファイルが存在する必要があります。
• それ以後、バッファは任意の量のコンテンツを持つことができます。

マークアップを完了した後、以下のパラメータを入力します。

• 名前
アサーションの名前を定義します。

• 条件:
ドロップダウン リストからアサーションの動作を指定します。

• 次のステップ
アサーションが起動された場合のリダイレクト先のステップを指定します。

• ログ
アサーションが起動された場合に出力するイベント テキストを指定します。

アサーションを実行するには、［アサーションの実行］をクリックします。

NOTE
「保持テキスト」ブロックは、常に「プロパティ一致」ブロックの両側にある必要があります。

結果が文字列を含むことを確認
結果が文字列を含むことを確認アサーションでは、（テキストとして）応答内の文字列を検索できます。

以下のフィールドに入力します。

• 名前
アサーションの名前を定義します。

• 条件:
ドロップダウン リストからアサーションの動作を指定します。

• 次のステップ
アサーションが起動された場合のリダイレクト先のステップを指定します。

• ログ
アサーションが起動された場合に出力するイベント テキストを指定します。

• 含む文字列
ステップ結果で検索する文字列 - この文字列にはプロパティを含めることができます。プロパティを使用するには、
二重中かっこでプロパティ名を囲みます。たとえば、{{color}} のようにします。この場合、color プロパティが定義さ
れ、その値が示されます。

ステップ応答時間を確認
ステップ応答時間を確認アサーションでは、応答時間の上限と下限を定義し、応答時間がそれらの範囲内であることをア
サートできます。

以下のフィールドに入力します。

• 名前
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アサーションの名前を定義します。
• 条件:
ドロップダウン リストからアサーションの動作を指定します。

• 次のステップ
アサーションが起動された場合のリダイレクト先のステップを指定します。

• ログ
アサーションが起動された場合に出力するイベント テキストを指定します。

• 想定最小時間（ミリ秒）
下限をミリ秒で入力します。

• 想定最大時間（ミリ秒）
上限をミリ秒で入力します。-1 に設定されている場合、この値は無視されます。

NOTE
パラメータには、プロパティを含めることができます。

グラフィカル XML 比較
グラフィカル XML 比較アサーションでは、テストから受信したテスト XML 値を XML 制御値と比較できます。応答が同
じでも異なっていても、アサーションは ture を返すことができます。このアサーションにより、ビジネス プロセスのさ
まざまなステップで、期待される基準に一致するかどうかを確認するために XML ドキュメントを柔軟に比較することが
可能になります。この方法は「排他的」テストとも言い、変化が予期される一部の値を除いて応答全体を比較します。

アサーション エディタは、XML の左側と右側を互いに比較することにより動作します。左側は、制御コンテンツと呼ば
れます。右側は、テスト コンテンツと呼ばれます。たとえば、制御コンテンツは、テスト中のアプリケーションの Web
サービスから返される予期された XML です。テスト コンテンツは、実際のコンテンツです。デフォルトでは、テスト
コンテンツは、空のプロパティ キーで示され、アサーションと関連付けられたテスト ステップの最終応答からロードさ
れます。そうでない場合は、任意の有効なプロパティ キーが使用でき、テスト コンテンツはそれからロードされます。

また、テスト ケース オーサリング モードで以下のいずれかのアクションを実行することにより、グラフィカル比較を迅
速に実行できます。

• XML をファイルからロードする。
• 制御コンテンツまたはテスト コンテンツに対して XML を手動で入力する。

比較を実行するには、緑の矢印

をクリックします。
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比較の実行後、アサーション エディタの［差分ビューア］タブのビジュアライザに結果が表示されます。
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実行中の出力

アサーションが実行されると、 は、差分結果をテスト イベントとしてログに記録します。

XML 差分結果が含まれる情報メッセージのイベント ID は、常にログに記録されます。

アサーションが起動されると、XML 差分結果が含まれるアサーションの起動イベント ID がログに記録されます。

差分結果は、オリジナルの UNIX diff ユーティリティと似た形式でレポートされます。以下に、テキスト差分レポートの
例を示します。

Assert [Assert1] fired false of type Graphical XML Diff Assertion

XML is [Different]

=====

1,2[ELEMENT_NAME_CHANGED]1,2

<! <test2>
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<! </test2>

---

>! <test>

>! </test>

各差分は、以下の形式の見出し付きで表示されます。

<First Start Line>, <First End Line>'['<Diff Type>']'<Second Start Line>,<Second End Line>

最初のコンテンツの差分の末尾には区切り文字「---」が表示され、その後に 2 番目のコンテンツの差分が表示されま
す。

+ 文字は追加を表しています。- 文字は削除を表しています。 ! 文字は変更を表しています。これらの文字が存在する場
合、コンテンツの行に（コンテキスト行の代わりに）実際の変更が発生したことを示します。

XML 比較オプション

以下の比較オプションを差分エンジンで使用できます。

• 全般
– 大文字と小文字を区別
比較時に、大文字と小文字を区別するかどうか（デフォルトでは有効）。

• 空白
– 前後の空白を削除する
比較時に、エレメント テキストおよび属性値からすべての先頭および末尾の空白が削除されます（デフォルトで
は有効）。

– 空白を正規化する
すべての空白文字が単一の空白文字に変換されます。

– すべての空白を無視する
比較前にすべての空白が削除されます。

– すべての空白を比較する
空白文字を加工せずに比較を行います。

– 空白を整理する 余分な空白文字の削除に加え、テキスト内部の 1 つ以上の連続した空白文字が単一の空白文字に
変換されます。 

• ネームスペース
– ネームスペースを無視する
エレメントまたは属性のネームスペース値が無視されます。

– ネームスペース プレフィックスを無視する
エレメントまたは属性のネームスペース プレフィックスが無視されます（デフォルトでは有効）。

• 順序
– 子エレメントの順序を無視する

XML ドキュメント内の子エレメントの順序を無視します。
– 属性の順序を無視する

XML ドキュメント内の属性の順序を無視します（デフォルトでは有効）。
• ノード タイプ

– エレメント テキストを無視する
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エレメント テキストをすべて無視します。
– 属性値を無視する
属性名を比較しますが、属性値を無視します。

– 属性を無視する
属性の名前と値を無視します。

– 除外ノード
無視されたノードは、左側および右側のドキュメントに対して実行される XPath のリストから作成されます。
ノード セットを返す評価された XPath が集約されます。差分が発生すると、集約セット内に見つかるノードは無
視されます。

無視されたノードの XPath は、ノード セットを返す任意のクエリである場合があります。たとえば、XPath //* は、XML
ドキュメント内のすべてのノードを除外します。/example/text() は、XML ドキュメント内の example エレメントの子
である最初のテキスト ノードを除外します。/example/@myattr は、XML ドキュメント内の example エレメントに属
する、属性テキスト値を含む myattr 属性を無視する XPath です。
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右クリック メニュー項目でも、XML ドキュメントの内部でノードを直接選択できます。そのノードの XPath は［除外
ノード］リストに追加されます。

XML XPath アサーション
XML XPath アサーションでは、応答で実行される XPath クエリを使用できます。このアサーションが選択されている場
合、最終応答はコンテンツ パネルにロードされます。

XPath は、「XML 用の SQL」と考えることができます。XPath は XML の解析を簡単にする強力なクエリ言語で
す。XPath アサーションは、結果全体の特定の文字列を単に解析するのではなく、より洗練された方法で Web サービス
応答を検証するのに役立ちます。たとえば、2 番目および 3 番目の項目に「price」が含まれ、それらの行の項目の値が
10 を超えることを確認できます。

応答は XML ドキュメントまたは DOM ツリーとして表示できます。ただし、XPath の選択は DOM ツリー ビューからし
か行えません。

以下の方法で XPath クエリを作成できます。

• ［XPath クエリ］テキスト ボックスに手動で XPath 式を入力する。
• DOM ツリーからエレメントを選択し、 によって XPath 式が作成されるようにする。
• DOM ツリーからエレメントを選択し、 が作成する XPath を編集する。たとえば、プロパティやカウンタ データ
セットを使用するよう変更できます。

以下のフィールドに入力します。

• 名前
アサーションの名前を定義します。

• 条件:
ドロップダウン リストからアサーションの動作を指定します。

• 次のステップ
アサーションが起動された場合のリダイレクト先のステップを指定します。

• ログ
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アサーションが起動された場合に出力するイベント テキストを指定します。

上記の方法のいずれかを使用して、XPath クエリを作成します。

XPath クエリを作成したら、パネルの上部の［アサーションの実行］ボタンをクリックして XPath クエリをテストしま
す。クエリの結果は、［クエリ結果］パネルに表示されます。

上記の例では、 <wsdl:part> タグの 4 番目の出現を使用します。

一般的なユース ケースは、Web サービス結果の XPath ノードを選択し、ノードをテキスト値と比較することです。その
後、応答に期待値が含まれていることをアサートできます。この一般的なユース ケースでは、提供された初期の式の末
尾に等価演算子を追加できます。たとえば、私たちが応答で返された新しいパスワードを選択する場合（BobPass）：

は、以下の XPath 式を作成します。

string(/env:Envelope/env:Body/ns2:updatePasswordResponse/[name()='return']/
[name()='pwd'])=

「= 'NewPassword'」を追加すると（以下の例のように）、結果の文字列が、新しいパスワードを設定するために使用し
たプロパティの値と比較されます。等価テストが一致しない場合、アサーションは失敗します。

string(/env:Envelope/env:Body/ns2:updatePasswordResponse/[name()='return']/
[name()='pwd'])='NewPassword'

この式は、Web サービス応答を確認して、新しいパスワードを探し、それが予期したものと一致することを確認しま
す。

XML 妥当性検証
XML 妥当性検証アサーションでは、XML ドキュメントを検証できます。XML ドキュメントが整形されているかどうか
を確認できます。文書型定義（DTD）、または 1 つ以上のスキーマに対して検証できます。XML フラグメントがある
場合、 が XML 宣言タグを追加するように指定できます。 が警告をエラーとして報告するように指定することもできま
す。プロパティとして検証する XML を入力します。

以下のフィールドに入力します。

• 名前
アサーションの名前を定義します。

• 条件:
ドロップダウン リストからアサーションの動作を指定します。

• 次のステップ
アサーションが起動された場合のリダイレクト先のステップを指定します。

• ログ
アサーションが起動された場合に出力するイベント テキストを指定します。

• ソース
XML が含まれるプロパティ。このフィールドが空白のままの場合、最終応答が使用されます。

• 検証
以下の複数の検証オプションを選択できます。
– 整形式 XML

XML が整形されていることを確認します。
– DTD 準拠
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DTD への準拠を確認します。
– スキーマ

1 つ以上のスキーマへの準拠を確認します。
– XML フラグメント

XML がフラグメントである場合、XML 宣言が XML フラグメントの先頭に追加されます。
– 警告をエラーとして扱う
警告がエラーとしてレポートされます。

– すべてのスキーマの場所を使用
同じネームスペースに対して複数のインポートをしている場合、このオプションは最初のスキーマだけでなく、各
スキーマの場所を開きます。

アサーションを実行するには、［アサーションの実行］をクリックします。

［検証］タブ

［検証の実行］ボタンをクリックして、検証を実行できます。検証エラー結果は、［検証エラー リスト］に表示されま
す。［検証タイプ］オプション ボタンを使用して、エラー処理方法を選択できます。

• 許可されているエラーはありません
検証はすべてのエラーで失敗します。

• エラー メッセージ式
検証で無視されるエラーをマークできます。このオプションを選択する場合、無視するエラーを［検証エラー リス
ト］で選択できます。

［スキーマ］タブ

検証で使用する各スキーマの情報を入力します。また、デフォルト スキーマを指定できます。

• デフォルト スキーマ URL
必要に応じて、スキーマのデフォルト URL を指定します。

• WSDL URL
必要に応じて、WSDL の URL を指定します。

JSON アサーション
以下のアサーションは、任意のテスト ステップの JSON アサーションのリストで使用できます。
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• 結果の一致を確認
• 結果に含まれることを確認
• JSON スキーマの確認

結果が等しいことを確認
結果が等しいことを確認アサーションでは、JSON パス結果が期待値に等しいことを確認できます。

以下の図は、エディタを示しています。

以下のフィールドに入力します。

• 名前
アサーションの名前を定義します。

• 条件:
ドロップダウン リストからアサーションの動作を指定します。

• 次のステップ
アサーションが起動された場合のリダイレクト先のステップを指定します。

• ログ
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アサーションが起動された場合に出力するイベント テキストを指定します。

• JSON パス
JSON ドキュメント内の JSON プロパティのシーケンスから構成される式を指定します。JSON パスは、送信先
JSON プロパティへのパスを表します。

• Expected value
JSON パス結果の期待値を定義します。配列は順序リストであるため、両方の配列内の要素の順序が同じ場合、2 つ
の配列は等しいと見なされます。

• アサーションの実行
アサーションを実行するには、［アサーションの実行］をクリックします。

• Ignore order of array elements （配列エレメントの順番を無視）
同じエレメントのセットを含みながらエレメントの順序が異なる 2 つの JSON 配列は、比較で等しいと見なされま
す。

［アサーションの実行］をクリックし、アサーションの結果が false の場合、アサーションの実行結果領域には、失敗に
関する情報が表示されます。

JSON パスと期待値の判断

アサーション エディタの右側の部分は、［JSON パス］および［］フィールドの値を判断するのに役立ちます。最初
に、以下のいずれかの方法を使用して有効な JSON をロードします。

• コンテンツから
有効な JSON が含まれているファイルを選択します。

• URL から
有効な JSON の URL パスを入力します。

• プロパティから
有効な JSON を定義するプロパティを入力します。デフォルト値は、テスト ケースの応答プロパティです。

有効な JSON をロードしたら、［名前］、［タイプ］、［値］の列に表示されます。

［名前］列でノードを選択します。［JSON パス］および［期待値］フィールドに入力されます。

NOTE
右側のパネルの有効な JSON は永続的ではありません。テスト ケースを保存し、閉じてから再度開くと、有効
な JSON は右側のパネルに表示されなくなります。

プレフィックスによるセキュリティ保護

JSON にはセキュリティ上の問題がありますが、プレフィックスを追加することで対処できます。プレフィックスによ
り、攻撃者が JSON をハイジャックすることを防ぎます。

このアサーションは、比較を実行する前に、JSON コンテンツからすべてのプレフィックスを削除します。

結果が含むことを確認
「結果に含まれることを確認」アサーションでは、JSON オブジェクトまたは JSON 配列である JSON パス結果に、指
定したリストの一部またはすべてが含まれることを確認できます。

以下のフィールドに入力します。

• 名前
アサーションの名前を定義します。

• 条件:
ドロップダウン リストからアサーションの動作を指定します。

• 次のステップ
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アサーションが起動された場合のリダイレクト先のステップを指定します。
• ログ
アサーションが起動された場合に出力するイベント テキストを指定します。

• JSON パス
JSON ドキュメント内の JSON プロパティのシーケンスから構成される式を指定します。JSON パスは、送信先
JSON プロパティへのパスを表します。

• Contains all expected values （すべての期待値を含む）  または Contains any expected values （任意の期待値を
含む）
JSON Path と Expected value を一致させるパラメータを定義します。［Contains all expected values］チェック
ボックスをオンにした場合、アサーションが成立するには、［Expected value］リスト内のすべての値が JSON パ
ス結果に含まれている必要があります。［Contains any expected values］チェック ボックスをオンにした場合、ア
サーションが成立するには、［Expected value］リスト内の少なくとも 1 つの値が JSON パス結果に含まれている
必要があります。

• Expected value
JSON パス結果に含まれる必要がある値のリストを定義します。［Expected value］フィールドの値の編集を停止
するには、Ctrl キーを押しながら Enter をクリックします。OS X システムの場合は、Command キーを押しながら
Enter をクリックします。

• Ignore order of array elements （配列エレメントの順番を無視）
同じエレメントのセットを含みながらエレメントの順序が異なる 2 つの JSON 配列は、比較で等しいと見なされま
す。

• アサーションの実行
フィルタを実行するには、［アサーションの実行］をクリックします。

プレフィックスによるセキュリティ保護

JSON にはセキュリティ上の問題がありますが、プレフィックスを追加することで対処できます。プレフィックスによ
り、攻撃者が JSON をハイジャックすることを防ぎます。

このアサーションは、比較を実行する前に、JSON コンテンツからすべてのプレフィックスを削除します。

JSON スキーマの確認
JSON スキーマの確認アサーションでは、JSON スキーマが有効で、JSON 応答のペイロードがそのスキーマに有効であ
ることを確認できます。

以下のフィールドに入力します。

• 名前
アサーションの名前を定義します。

• 条件:
ドロップダウン リストからアサーションの動作を指定します。

• 次のステップ
アサーションが起動された場合のリダイレクト先のステップを指定します。

• ログ
アサーションが起動された場合に出力するイベント テキストを指定します。

• Validate Payload Against Schema
JSON スキーマおよびペイロード（応答）の両方を検証するかどうかを示します。オフにすると、スキーマのみが検
証されます。
デフォルト： オン
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［コンテンツの選択］タブ

［コンテンツの選択］タブでは、JSON スキーマおよびペイロードのソースを選択して、そのコンテンツを検査できま
す。

以下のフィールドに入力します。

• スキーマ
このアサーション用の JSON スキーマのソースを示します。ドロップダウン リストから、以下を選択します。
– From Content： ファイル システム上のフラット ファイルから JSON スキーマをロードします。ファイルを選択
するには、［Browse File Selection］をクリックします。

– URL から： URL から JSON スキーマをロードします。［URL Path］フィー
ルドにその URL を入力します。ファイル システムを参照するには、［参

照］
をクリックします。URL を再ロードするには、［リフレッシュ］

をクリックします。
– プロパティから： プロパティから JSON スキーマをロードします。プロパティ値をリフレッシュするには、［リ
フレッシュ］

をクリックします。
• ペイロード
ペイロードのソース、すなわち JSON テキストを示します。ドロップダウン リストから、以下を選択します。
– From Content： ファイル システム上のフラット ファイルから JSON スキーマをロードします。ファイルを選択
するには、［Browse File Selection］をクリックします。

– URL から： URL から JSON スキーマをロードします。［URL Path］フィー
ルドにその URL を入力します。ファイル システムを参照するには、［参

照］
をクリックします。URL を再ロードするには、［リフレッシュ］

をクリックします。
– プロパティから： プロパティから JSON スキーマをロードします。プロパティ値をリフレッシュするには、［リ
フレッシュ］

をクリックします。

［設定］タブ

［設定］タブでは、JSON スキーマの確認アサーションの詳細オプションを設定できます。

以下のフィールドに入力します。

• Use Subschema
特定のサブスキーマを検索するように、アプリケーションに指示します。［Subschema Filter］フィールドにサブス
キーマを入力します。

• Referencing Mode
使用する逆参照モードを示します。
解決された URI をすべて逆参照するには、［Canonical］を選択します。スキーマ内の URI を逆参照するには、
［Inline］を選択します。
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デフォルト： Canonical
• アサーションの実行
フィルタを実行するには、［アサーションの実行］をクリックします。

仮想サービス環境アサーション
以下のアサーションは、任意のテスト ステップの仮想サービス環境アサーションのリストで使用できます。

実行モードでのアサート
実行モードでのアサート アサーションは、現在の実行モードとその参照を確認し、一致した場合に起動します。このア
サーションは主に仮想サービス モデルのステップ フローを制御するために使用されます。

以下のフィールドに入力します。

• 名前
アサーションの名前を定義します。

• 条件:
ドロップダウン リストからアサーションの動作を指定します。

• 次のステップ
アサーションが起動された場合のリダイレクト先のステップを指定します。

• ログ
アサーションが起動された場合に出力するイベント テキストを指定します。

• 実行モード
ドロップダウンの使用可能なオプションから実行モードを選択します。

アサーションを実行するには、［アサーションの実行］をクリックします。

 

その他のアサーション
以下のアサーションは、任意のテスト ステップのその他のアサーションのリストで使用できます。

テキスト コンテンツの強調表示による比較
テキスト コンテンツの強調表示による比較アサーションは、HTML ページで動作するよう特別に設計された「画面のペ
イント」技術を使用します。たとえば、大きな HTML ドキュメントがある場合、ユーザが対象のコンテンツの前後の
データを特定します。これにより、「対象のコンテンツ」が何と比較されるかが特定されます（通常、データ セットで
提供される期待値）。

テキストは、エディタの下部のアイコンを使用してマークされます。
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Figure 37: アサーション エディタのアイコン

この技術について、例を用いて説明します。

以下の例では、以下の手順を完了します。

• 特定のファイルがバッファに表示されることを確認する。
• いずれかのファイルのサイズをプロパティの値と比較する。

上記の図に示された 3 つのアイコンを使用して、テキストを選択し、適切なアイコンをクリックすることにより、テキ
ストをマークしています。

• 黄色の背景色は、そのまま表示される必要があるテキストを示します。
• 白の背景色は、存在する必要がないか変更可能なテキストを示します。
• 赤の背景色は、ダイアログ ボックスに入力されたプロパティに一致する必要があるテキストを識別します。
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ここに示されたトークンのセットは、以下のように解釈できます。

• バッファは、黄色で示された「Snapshot of: C:\Lisa\」というテキストで始まる必要があります。
• 次のトークンでバッファ内にあるファイルの数は、変わる可能性があります。このトークンは「変更可能テキスト」
トークンであるため、不一致は重要ではありません。

• 「i4jinst.dll」ファイルおよび「rw」属性が存在する必要があります。
• 赤で示された「filesize」は、プロパティ キー filesize と関連付けられた値が式で変換され、その後に比較が実施され
ることを意味します。

• 「06/08/2011」というテキストが存在する必要があります。
• 「install.prop」ファイルが存在する必要があります。
• それ以後、バッファは任意の量のコンテンツを持つことができます。

マークアップを完了した後、以下のパラメータを入力します。

• 名前
アサーションの名前を定義します。

• 条件:
ドロップダウン リストからアサーションの動作を指定します。

• 次のステップ
アサーションが起動された場合のリダイレクト先のステップを指定します。

• ログ
アサーションが起動された場合に出力するイベント テキストを指定します。

アサーションを実行するには、［アサーションの実行］をクリックします。

NOTE
「保持テキスト」ブロックは、常に「プロパティ一致」ブロックの両側にある必要があります。

結果が空でないことを確認アサーション
結果が空でないことを確認アサーションは、ステップからの戻り値を確認して、値が返されたことを検証します。応答
がない場合（タイムアウト）、または戻り値の長さが 0 である場合には、戻り値は空と見なされます。If フィールドが
True に設定されている場合には、空の応答を受信しない限り、このアサーションはテストに失敗します。If フィールド
が False に設定される場合には、空の応答を受信したときに、このアサーションはテストに失敗します。

結果が NULL の場合は、失敗イベントが発生し、アサーションの evaluate() メソッドを返します。したがって、このア
サーションの If/then ロジックは達成されません。

以下のフィールドに入力します。

• 名前
アサーションの名前を定義します。

• 条件:
ドロップダウン リストからアサーションの動作を指定します。

• 次のステップ
アサーションが起動された場合のリダイレクト先のステップを指定します。

• ログ
アサーションが起動された場合に出力するイベント テキストを指定します。

アサーションを実行するには、［アサーションの実行］をクリックします。

その他の属性は必要ありません。

NOTE
このアサーションにはコンテンツの検証がないため、このアサーションを慎重に使用してください。
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結果が文字列を含むことを確認アサーション
結果が文字列を含むことを確認アサーションは、応答内の任意の場所で検索対象の値が見つかった場合、true を返しま
す。通常ではこのアサーションは、要求時に入力された一意の ID など、必要な値が応答に含まれることを確認するため
に使用されます。

詳細については、「結果が文字列を含むことを確認」を参照してください。

結果が式を含むことを確認アサーション
結果が式を含むことを確認アサーションでは、指定した正規表現がテキストとして結果に存在することを確認できます。

以下のフィールドに入力します。

• 名前
アサーションの名前を定義します。

• 条件:
ドロップダウン リストからアサーションの動作を指定します。

• 次のステップ
アサーションが起動された場合のリダイレクト先のステップを指定します。

• ログ
アサーションが起動された場合に出力するイベント テキストを指定します。

• 正規表現
ステップの結果で検索する正規表現を定義します。たとえば、400 番台の数字が含まれている結果を確認するには、
このパラメータを「4/d/d」に設定します。

アサーションを実行するには、［アサーションの実行］をクリックします。

 

プロパティと式の一致を確認アサーション
プロパティと式の一致を確認アサーションでは、プロパティの現在値が指定した正規表現に一致することを確認できま
す。

以下のフィールドに入力します。

• 名前
アサーションの名前を定義します。

• 条件:
ドロップダウン リストからアサーションの動作を指定します。

• 次のステップ
アサーションが起動された場合のリダイレクト先のステップを指定します。

• ログ
アサーションが起動された場合に出力するイベント テキストを指定します。

• プロパティ キー
確認するプロパティの名前。プロパティ名を入力するか、プロパティのドロップダウン リストから選択するか、既存
の文字列パターンを選択するか、文字列パターンを作成します。

• 正規表現
プロパティの現在値に一致する必要がある正規表現。

アサーションを実行するには、［アサーションの実行］をクリックします。
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ステップ応答時間を確認アサーション
ステップ応答時間を確認アサーションでは、アプリケーションの応答時間の上限と下限のしきい値を定義できます。パ
フォーマンスが速すぎるか遅すぎる場合、テスト ケースはこのアサーションの使用により失敗する場合があります。ア
プリケーションが応答をすぐに返すときは、トランザクションが正しく処理されていない場合があります。

詳細については、「ステップ応答時間を確認」を参照してください。

スクリプト アサーション
スクリプト アサーションでは、スクリプトを作成および実行できます。結果はブール値である必要があります。また
は、false が返されます。

以下のフィールドに入力します。

• 名前
アサーションの名前を定義します。

• 条件:
ドロップダウン リストからアサーションの動作を指定します。

• 次のステップ
アサーションが起動された場合のリダイレクト先のステップを指定します。

• ログ
アサーションが起動された場合に出力するイベント テキストを指定します。

アサーションを実行するには、［アサーションの実行］をクリックします。

• 言語
使用するスクリプト言語を指定します。
値:
– Applescript （OS X 用）
– Beanshell
– Freemarker
– Groovy
– JavaScript
– 速度
デフォルト： Beanshell
追加のスクリプト言語を使用するには、「追加のスクリプト言語の有効化」を参照してください。

• Copy properties into scope
ステップで使用するためにダウンロードするプロパティを指定できます。
値:
– Test state and system properties： テスト ケースおよびシステムのすべてのプロパティ
– Test state properties： テスト ケースに関する情報を提供するプロパティ
– TestExec and logger only： TestExec およびロガーのプロパティのみ
デフォルト： Test state properties

左側のスクリプト エディタへスクリプトを入力します。

スクリプト エディタで利用可能なオブジェクトはすべて右側の［利用可能なオブジェクト］パネルに表示されます。リ
ストには、データのプリミティブ型（文字列および数値）と、テスト ケースで実行された EJB 応答オブジェクトなどの
オブジェクトが含まれます。［利用可能なオブジェクト］テーブル内のエントリをダブルクリックすると、その変数名が
エディタ領域に貼り付けられます。

スクリプト実行の結果または発生したエラーの説明が表示されるウィンドウを開くには、［テスト］をクリックします。

テスト ケースを保存すると、アサーションに構文エラーがないか確認されます。
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考慮事項

• {{someprop}} プロパティをスクリプトで使用する場合、スクリプトが実行される前に、実行時のプロパティ値が代
入されます。

• 名前に「.」があるプロパティへアクセスする必要がある場合、それらのプロパティは「.」が「_」に置き換えられて
スクリプト環境へインポートされます。したがって、スクリプト内の {{foo.bar}} は、foo_bar と同じです。

• testExec オブジェクトを使用すると、スクリプト ステップまたはアサーションの内部で  ログ イベントを生成
できます。 ログ イベントを生成するには、log4j ロガーの使用に対応するものとして、以下の行をコード化しま
す。testExec.log() メソッドによって、実際の  イベントが発生します。イベントは ITR で参照できます。

testExec.log("Got here");

 

 

プロパティが等しいことを確認アサーション
プロパティが等しいことを確認アサーションでは、2 つのプロパティの値を比較してそれらが同じであることを確認でき
ます。通常、このアサーションはデータ セットおよび提供される「期待値」と共に使用され、アプリケーションが正し
く機能していることを確認します。

以下のフィールドに入力します。

• 名前
アサーションの名前を定義します。

• 条件:
ドロップダウン リストからアサーションの動作を指定します。

• 次のステップ
アサーションが起動された場合のリダイレクト先のステップを指定します。

• ログ
アサーションが起動された場合に出力するイベント テキストを指定します。

• 第 1 プロパティ
比較での第 1 のプロパティ。プロパティ名を入力するか、プロパティのドロップダウン リストから選択するか、既存
の文字列パターンを選択するか、文字列パターンを作成します。

• 第 2 プロパティ
比較での第 2 のプロパティ。プロパティ名を入力するか、プロパティのドロップダウン リストから選択するか、既存
の文字列パターンを選択するか、文字列パターンを作成します。

アサーションを実行するには、［アサーションの実行］をクリックします。

 

呼び出し例外でのアサート アサーション
呼び出し例外でのアサート アサーションでは、Java 例外の発生に対して、テスト フローを変更できます。このアサー
ションは、応答で特定の Java 例外が返される場合に true をアサートします。

以下のフィールドに入力します。

• 名前
アサーションの名前を定義します。

• ログ
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アサーションが起動された場合に出力するイベント テキストを指定します。
• アサート
オプション ボタンを使用して、アサーションの動作を選択します。

• 実行
アサーションが起動された場合のリダイレクト先のステップを選択します。

• 式
呼び出し例外で検索する式。式には正規表現を使用できます。式 '. *' は共通です。

ファイル監視アサーション
ファイル監視アサーションでは、特定のコンテンツのファイルをモニタし、特定の式の存在（または存在しないこと）に
対応できます。テスト ケースの実行中、このアサーションはバックグラウンドで実行されます。

以下のフィールドに入力します。

• 名前
アサーションの名前を定義します。

• ログ
アサーションが起動された場合に出力するイベント テキストを指定します。

• ファイル コンテンツ確認前の遅延時間合計 (秒)
このアサーションが含まれるステップの先頭でファイルを確認するまでの待機時間（秒）。

• ファイル コンテンツ確認間の待機時間合計 (秒)
各確認の間の待機秒数。

• ファイル監視が式の監視を停止するまでの時間（秒）
このアサーションが式を確認する秒数の合計。

• 監視するファイルの URL
監視されているファイルの URL またはパス。

• ファイル エンコーディング
デフォルトの UTF-8 エンコーディングを使用するか、またはドロップダウン リストから代わりのエンコーディング
を選択します。［プラットフォームのデフォルト］を選択すると、JVM によってエンコーディングが選択されます。
これにより、マシン全体だけでなく、同一マシン上のすべての JVM にも変更を適用できます。
特定の文字エンコーディング（UTF-8 など）を選択することをお勧めします。

• ファイル内で監視する式
応答で監視されている正規表現。

NOTE
時間は秒単位で、整数である必要があります。時間のデフォルトは 0 です。

コレクション オブジェクトのコンテンツを確認アサーション
コレクション オブジェクトのコンテンツを確認アサーションでは、コレクションのコンテンツに対する簡単なアサー
ションを作成できます。このアサーションは、いくつかの簡単な制約を追加するオプションを使用して、特定のトークン
がコレクションにあるかどうかを調べるのに有用な方法です。たとえば、銀行の Web サービスから返されたデータに口
座のリストが含まれている場合、このアサーションは口座 ID が期待値と一致するかどうかを確認できます。

以下のフィールドに入力します。

• 名前
アサーションの名前を定義します。

• 条件:
ドロップダウン リストからアサーションの動作を指定します。

• 次のステップ
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アサーションが起動された場合のリダイレクト先のステップを指定します。
• ログ
アサーションが起動された場合に出力するイベント テキストを指定します。

• チェックするプロパティ（応答全体の場合は空白）
アサーションで使用するオブジェクトを保持するプロパティの名前。最終応答を使用するには、このフィールドを空
白のままにします。オブジェクトのタイプは、Java コレクションまたは Java 配列である必要があります。

• チェックするフィールド（"toString" の場合は空白）
フィールドの名前を入力します。 は、その get メソッドをコールします。

• 検索するトークン（値 1, 値 2）
確認する一連のカンマ区切りのトークン文字列。

• 完全一致のみ
トークン名は正確に一致する必要があります。

• 順番が一致する場合のみ
検索するトークン文字列内と同じ順番で見つかる必要がある場合は、このチェック ボックスをオンにします。

• 指定したトークンのみを含む（他のオブジェクトは含まない）
見つかるトークンは、検索するトークン文字列内のトークンのみである必要があります。

アサーションを実行するには、［アサーションの実行］をクリックします。

 

WS-I Basic Profile 1.1 アサーション
WS-I Basic Profile 1.1 アサーションでは、特定の Web サービスに対して WS-I Basic Profile 準拠レポートを取得できま
す。このレポートは、WS-I Basic Profile が指定する標準形式で提供されます。
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以下のフィールドに入力します。
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• 名前
アサーションの名前を定義します。

• ログ
アサーションが起動された場合に出力するイベント テキストを指定します。

• レポート タイプ
レポートに含める（WS-I）アサーションのレベルを以下から 1 つ選択します。
– すべてのアサーションを表示
– 情報以外のアサーションを表示
– 失敗したアサーションのみを表示
– 合格しなかったアサーションのみを表示

• ポートの自動選択
ポートを選択する方法（特定のポートまたは「自動選択しない」）を決定します。

• サービス名
リストからサービス名を選択します。この名前はステップから自動入力できます。

• サービス ネームスペース
サービス名に基づいて自動的に入力されます。

• ポート名
サービス名に基づいて自動的に入力されます。

アサーションを実行するには、［テスト］をクリックします。

メッセージング VSE ワークフロー アサーション
メッセージング VSE ワークフロー アサーションは、VSE レコーダから自動的に追加されます。このアサーション
は、VSE レコーディングを正しく動作させるという特定の目的のために使用されます。使用するときには注意してくだ
さい。このアサーションが VSE モデルのステップに追加されている場合は、それを削除または編集しないでください。

アサーションを実行するには、［アサーションの実行］をクリックします。

 

SWIFT メッセージの検証アサーション
SWIFT メッセージの検証アサーションでは、SWIFT メッセージの構文およびセマンティックを検証できます。

このアサーションには、以下のフィールドが含まれます。

• 名前
アサーションの名前を定義します。

• 条件:
ドロップダウン リストからアサーションの動作を指定します。

• 次のステップ
アサーションが起動された場合のリダイレクト先のステップを指定します。

• ログ
アサーションが起動された場合に出力するイベント テキストを指定します。

このアサーションには、以下の SWIFT 固有のフィールドも含まれます。

• SWIFT メッセージ タイプ
メッセージを検証するメッセージ タイプを指定します。使用可能なメッセージ タイプは MT、MX、および SEPA で
す。デフォルトのメッセージ タイプは MT です。
メッセージ タイプ MT については、 は以下のカテゴリをサポートしています。
– MT1nn
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顧客支払
– MT2nn
銀行間送金

– MT3nn
外国為替、金融取引、デリバティブ

– MT4nn
督促状および預金票

– MT5nn
証券取引

– MT7nn
荷為替信用状および保証状

– MT9nn
資金管理および顧客状況

メッセージ タイプ SEPA については、 は以下のカテゴリをサポートしています。
– 照会処理（camt.029.001.03）
– 支払取消要求（camt.056.001.01）
– 顧客送金開始（pain.001.001.03）
– 顧客支払状況レポート（pain.002.001.03）
– 金融機関支払状況レポート（pacs.002.001.03S2）
– 払戻（pacs.004.001.02）
– 顧客送金（pacs.008.001.02）
メッセージ タイプ MX については、 は、ISO20022 メッセージの完全なカタログの最新のバージョン（2014 年 2 月
時点）をサポートしています。メッセージの一覧については、http://www.iso20022.org/full_catalogue.page を参照し
てください。

• 構文のみ検証
アサーションが構文およびセマンティックを検証するかどうかを指定します。
値:
– オン： アサーションは構文のみを検証します。
– オフ： アサーションは構文およびセマンティックの両方を検証します。
デフォルト： オフ

［アサーションの実行］をクリックした場合、検証エラーは［システム メッセージ］ウィンドウに表示されます。

NOTE

• MT メッセージ内の行が必要なキャリッジ リターン/改行文字（ASCII （16 進）の 0D0A、EBCDIC （16
進）の 0D25）で終了することを確認します。そうでない場合、以下のエラーがレポートされます。

"The input Swift message cannot be parsed because of invalid syntax. Please check the message structure. Take notice of block separators,carriage-
return line-feed characters and the presence of mandatory blocks."

• MT メッセージの行の末尾に無効なスペースがないことを確認します。レポートされるエラーは不明瞭な場
合があります。
たとえば、

:32A:071119EUR50000, 

という行の末尾に無効なスペースがある場合、 は以下のエラー メッセージをレポートします。

"T43 - The integer part of Rate must contain at least one digit. A decimal comma is mandatory and is included in the maximum length tag:32A."
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• MX メッセージがサポートされているバージョンに準拠していることを確認します。
たとえば、camt.052.001.04 はサポートされていますが、古い camt.052.001.01 はサポートされていませ
ん。

アセットの説明
####は、1 つの論理的な単位にグループ化される設定プロパティのセットです。

このセクションでは、以下のアセットについて説明します。

Apache Kafka のアセット
Apache Kafka の以下のタイプのアセットを作成できます。

各アセットのエディタでは、各パラメータにパラメータの目的を説明するツールヒントがあります。

前提条件

このアプリケーションで DevTest を使用するには、1 つ以上のファイルを DevTest で使用できるようにする必要があり
ます。詳細については、「Third-Party ファイル要件」を参照してください。

Kafka 接続

Apache Kafka には共通の接続オブジェクトはありません。実際の接続はプロデューサまたはコンシューマ内でカプセル
化されます。Kafka 接続アセットでは、プロデューサとコンシューマの両方に共通する設定エレメントを定義できます。
必要な唯一の設定はブートストラップ サーバ セクションです。ここにはクラスタ内の各 Kafka サーバ用のホストとポー
トのリストが表示されます。

［追加］

をクリックしてホストとポートのペアを追加します。

NOTE

複数のブートストラップ サーバをリストに登録する場合は、この接続アセットを使用した接続でリスト内の##
##サーバにアクセスできる必要があります。これはある接続が失敗したに次の接続に移るためのフェールオー
バーのリストではありません。
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詳細モードを表示するには、アセット エディタの右上隅の［PRO］をクリックします。以下の追加設定オプションが表
示されます。

• Common Config
このセクションには、コンシューマとプロデューサの両方に共通する設定オプションが含まれています。

• Default Producer Config
このセクションには、プロデューサに固有の設定オプションが含まれています。ここで定義するオプションがこの
接続アセットで作成する各プロデューサのデフォルト設定になります。ただし、各プロデューサのデフォルト値を
Kafka のプロデューサ アセットでオーバーライドできます。

• Default Consumer Config
このセクションには、コンシューマに固有の設定オプションが含まれています。ここで定義するオプションがこの
接続アセットで作成する各コンシューマのデフォルト設定になります。ただし、各コンシューマのデフォルト値を
Kafka のコンシューマ アセットでオーバーライドできます。

Kafka 接続を作成するための前提条件：

• キーストア、トラストストア、および SSL の接続を作成します。
• 以下のサードパーティ jar ファイルを <LISA_HOME>/lib/shared ディレクトリにコピー します。

– kafka-clients-2.5.0.jar
– lz4-java-1.4.jar
– slf4j-log4j12-1.7.25.jar
– snappy-java-1.1.7.1.jar

NOTE
DevTest バージョン 10.5 または 10.6 を使用している場合、パッチが必要です。詳細については、「10.5 また
は 10.6 の Apache Kafka アセット ドキュメント」を参照してください。

Kafka 接続には以下のオプションが提供されています。

• Plaintext
• SSL
• SASL_SSL （SASL と SSL の組み合わせ）
• SASL
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NOTE
キーストアとキーストア/トラストストアのキーに同じパスワードを使用します。

プレーンテキストを使用した Kafka 接続の作成

1. ワークステーションを起動し、プロジェクトを開きます。
2. project.config ファイルを開きます。
3. ［アセットの追加］ボタンをクリックし、［Apache Kafka］ > ［Kafka 接続］ > ［Kafka 接続］を選択します。
4. 名前、説明、およびブートストラップ サーバの詳細（ホストおよびポート番号）を入力します。

5. ［検証］ボタン（

）をクリックして接続を検証します。ユーザに Kafka 接続のトピックが表示されます。
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6. 接続を保存するには、［OK］をクリックします。

SSL を使用した Kafka 接続の作成

SSL は証明書ベースの認証を提供します。

1. ワークステーションを起動し、プロジェクトを開きます。
2. project.config ファイルを開きます。
3. ［アセットの追加］ボタンをクリックし、［Apache Kafka］ > ［Kafka 接続］ > ［Kafka 接続］を選択します。
4. 名前、説明、およびブートストラップ サーバの詳細（ホストおよびポート番号）を入力します。
5. ［PRO］オプションをクリックします。
6. ドロップダウンから既存の SSL コンテキスト アセットを選択するか、新しい SSL コンテキストを作成します。
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7. ［検証］ボタン（

）をクリックして接続を検証します。ユーザに Kafka 接続のトピックが表示されます。
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8. 接続を保存するには、［OK］をクリックします。

SASL_SSL を使用した Kafka 接続の作成

SASL （Simple Authentication and Security Layer）は、インターネット プロトコルの認証およびデータ セキュリティ
のフレームワークです。SCRAM 認証メカニズムのみが SASL でサポートされています。SCRAM （Salted Challenge
Response Authentication Mechanism）は、パスワードベースの相互認証プロトコルです。

1. ワークステーションを起動し、プロジェクトを開きます。
2. project.config ファイルを開きます。
3. ［アセットの追加］ボタンをクリックし、［Apache Kafka］ > ［Kafka 接続］ > ［Kafka 接続］を選択します。
4. 名前、説明、およびブートストラップ サーバの詳細（ホストおよびポート番号）を入力します。
5. ［PRO］オプションをクリックします。
6. ドロップダウンから既存の SSL コンテキスト アセットを選択するか、新しい SSL コンテキストを作成します。
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7. ドロップダウンから既存の SASL コンテキスト アセットを選択するか、新しい SASL コンテキストを作成します。
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8. ［検証］ボタン（

）をクリックして接続を検証します。ユーザに Kafka 接続のトピックが表示されます。
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9. 接続を保存するには、［OK］をクリックします。

SASL を使用した Kafka 接続の作成

SASL （Simple Authentication and Security Layer）は、インターネット プロトコルの認証およびデータ セキュリティ
のフレームワークです。SCRAM 認証メカニズムのみが SASL でサポートされています。SCRAM （Salted Challenge
Response Authentication Mechanism）は、パスワードベースの相互認証プロトコルです。

1. ワークステーションを起動し、プロジェクトを開きます。
2. project.config ファイルを開きます。
3. ［アセットの追加］ボタンをクリックし、［Apache Kafka］ > ［Kafka 接続］ > ［Kafka 接続］を選択します。
4. 名前、説明、およびブートストラップ サーバの詳細（ホストおよびポート番号）を入力します。
5. ［PRO］オプションをクリックします。
6. ドロップダウンから既存の SASL コンテキスト アセットを選択するか、新しい SASL コンテキストを作成します。
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7. ［検証］ボタン（

）をクリックして接続を検証します。ユーザに Kafka 接続のトピックが表示されます。
8. 接続を保存するには、［OK］をクリックします。

Kafka トピック

Kafka トピック アセットでは、トピックの名前を定義し、それが属する Kafka の接続を参照します。
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詳細モードを表示するには、アセット エディタの右上隅の［PRO］をクリックします。以下の追加設定オプションが表
示されます。

• Partition Assignment
メッセージを生成または使用するときに使用されるパーティションを定義します。
– デフォルト
トピックに複数のパーティションがある場合は、ロードバランシングに関する考慮事項に基づいて、使用するパー
ティションが選択されます。

– 特定
［Partition］フィールドで使用するパーティションを指定できます。このトピックを使用する Send 操作では、い
つも指定パーティションにメッセージが送信されます。このトピックを使用する Receive 操作では、いつも指定
パーティションがリスンされます。

– すべて
このトピックを使用する Receive 操作では、すべてのパーティションがリスンされます。コンシューマが Kafka
へのクエリでこのトピックのすべてのパーティションのリストを取得し、それらのすべてにサブスクライブしま
す。

NOTE

同じトピックのすべてのパーティションではなく、複数のパーティションがリスンされるようにするには、
パーティションごとに個別の Kafka トピック アセットを作成する必要があります。1 つのコンシューマに複
数のトピックがあり、その一部で［Specific］または［All］のパーティション割り当てが使用されている場
合は、そのコンシューマに関するすべてのトピックが［Specific］または［All］に定義されている必要があ
ります。［デフォルト］のままのパーティションの場合は、 によってパーティション 0 が選択されます。

• Consume Offset Type メッセージの読み取りをトピック ログのどこから開始するのかを定義します。
– Default メッセージの読み取りを開始する箇所は自動的に選択されます。
– Absolute
ユーザが［Consume Offset］フィールドで特定のオフセットを選択できます。このオフセットはトピック有効期
間の開始時から測定されます。

– Earliest
トピックの最初のメッセージから始まり、メッセージ読み取り開始箇所を定義する［Consume Offset］フィール
ドの値が追加されます。［Consume Offset］を 0 のままにしておくと、コンシューマは最初のメッセージから始
まります。

– Latestトピックの最後のメッセージから始まり、メッセージ読み取り開始箇所を定義する［Consume Offset］
フィールドの値が差し引かれます。［Consume Offset］を 0 のままにしておくと、コンシューマは最後のメッ
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セージのみを認識します。［Consume Offset］を 9 に設定すると、コンシューマは最後から 10 件のメッセージ
を認識します。

Kafka のコンシューマとプロデューサ

最も基本的なユース ケースでは、独自のプロデューサまたはコンシューマを作成する必要はありません。

高度なユース ケースに対して Kafka のコンシューマとプロデューサを設定する方法の詳細については、「Kafka の高度
なユース ケース」を参照してください。

電子メール接続アセット
SMTP メール サーバへの接続情報を定義するには、接続アセットを使用します。

事前定義済みの接続アセットがある場合、ステップ エディタの［接続］ドロップダウン リスト
からアセットを選択できます。ステップ エディタからアセットを作成するには、アセットの追加

をクリックします。ステップ エディタからアセットを編集するには、アセットの編集

をクリックします。

アセットを作成する方法

1. このアセットの以下のフィールドを定義します。SMTP 接続パラメータにプロパティを使用できます。
– 名前
アセットの名前を定義します。この名前は、ステップ エディタの［接続］フィールドに表示されます。SMTP
メール システムに対して意味のある名前を使用します。

– 説明
アセットがターゲットにするシステムの詳細について説明する情報を指定します。

– サーバ
SMTP メール サーバの名前を指定します。

– セキュリティ
通信チャネルを保護するために使用する暗号化のタイプを指定します。
値:
• なし： 通信で暗号化を使用しません。
• SSL/TLS： 通信で SSL/TLS 暗号化を使用します。

– ポート
（オプション） SMTP メール サーバが接続するポートを指定します。
デフォルト設定は以下のとおりです。
• 25： ［セキュリティ］に［なし］を指定する場合のデフォルトです。
• 465： ［セキュリティ］に［SSL/TLS］を指定する場合のデフォルトです。

– 認証
電子メール サーバへの接続に認証を使用するかどうかを指定します。
値:
• オフ： 電子メール サーバでは、認証が不要です。
• Password Authentication： 電子メール サーバでは、ユーザ認証およびパスワード認証が必要です。

– ユーザ
（オプション）接続を認証するために SMTP メール サーバが使用するユーザ ID を指定します。［認証］が［オ
フ］の場合、このフィールドは無効です。

– パスワード
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（オプション） SMTP メール サーバが検証するパスワードを指定します。［認証］が［オフ］の場合、この
フィールドは無効です。

2. 詳細モードを表示するには、アセット エディタの右上隅の［PRO］をクリックします。詳細モードでは、アセット
のランタイム スコープを指定できます。

IBM MQ ネイティブ アセット
WebSphere MQ に対して以下のタイプのアセットを作成できます。

• IBM MQ ネイティブ キュー マネージャ
キュー マネージャは、WebSphere MQ サービスをアプリケーションへ提供します。

• IBM MQ ネイティブ キュー
キューは、WebSphere MQ でメッセージが格納される場所です。

• IBM MQ ネイティブ一時キュー
作成したクライアントがキューを閉じるときに削除される動的キューのタイプ。

NOTE
これらのアセットは、ネイティブ モードの WebSphere MQ 用です。WebSphere MQ を JMS モードで使用し
ている場合は、IBM MQ JMS アセットを使用することをお勧めします。

各アセットのエディタでは、各パラメータにパラメータの目的を説明するツールヒントがあります。

キューおよび一時キューのアセットでは、キュー マネージャのアセットを指定する必要があります。

以下の図は、キュー マネージャのアセットを示しています。

認証情報を追加するには、プラス記号をクリックし、［ユーザ ID］および［パスワード］フィールドを選択します。

以下の図は、キューのアセットを示しています。キュー マネージャのアセットを指定するパラメータが強調表示されて
います。
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アセットのテストの詳細については、「アセットの検証」を参照してください。

JDBC 接続アセット
JDBC システムへの接続情報を定義するには、送信先アセットを使用します。JDBC 接続アセットのアセット クラス
は、JDBC 接続アセットと命名されます。

前提条件： データベースの適切な JDBC ドライバが  クラスパスに存在する必要があります。ドライバ JAR ファイル
は、ホット デプロイ ディレクトリに配置できます。Derby クライアント ドライバは  クラスパスに含まれています。し
たがって、再度それを追加する必要はありません。

パラメータ要件： JDBC ドライバ クラスの名前、データベースの JDBC URL、およびデータベースのユーザ ID とパス
ワード。また、SQL クエリを作成するために、データベースのテーブルのスキーマを知っておく必要があります。

事前定義済みの送信先アセットがある場合、ステップ エディタの［送信先］ドロップダウン フィールドか
らアセットを選択できます。ステップ エディタからアセットを作成するには、［Add Asset （アセットの追

加）］アイコンを選択します。ステップ エディタからアセットを編集するには、［Edit Asset Edit Asset （アセットの編

集）］アイコンを選択します。

アセットを作成する方法

1. このアセットの以下のフィールドを定義します。接続パラメータにプロパティを使用できます。
– 名前
アセットの名前。この名前はステップ エディタの［送信先］フィールドに表示されます。JDBC システムに対し
て意味のある名前を使用します。

– 説明
アセットがターゲットにするシステムの詳細について説明する情報。

– JDBC ドライバ
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適切なドライバ クラスの完全なパッケージ名を入力または選択します。標準のドライバ クラスは、ドロップダウ
ン リストで使用可能です。また、［参照］ボタンを使用して、ドライバ クラスの  クラス パスを参照できます。

– 接続文字列
接続文字列はデータベースの標準の JDBC URL です。URL を入力または選択します。ドロップダウン リストに
は、共通データベース マネージャの JDBC URL テンプレートが含まれています。

– ユーザ ID
ユーザ ID を入力します（データベースで必要な場合）。

– パスワード
パスワードを入力します（データベースで必要な場合）。

– 接続プールを使用
［接続プールを使用］を選択すると、lisa.properties ファイル内の lisa.jdbc.asset.pool.size プロパティを使用し
て接続プールのサイズを設定できます。

［接続プールを使用］を選択すると、ステップを実行しているシミュレータが以下の項目に基づいて接続プールが
存在するかをチェックします。

– クラス ドライバ
– JDBC 接続文字列
– ユーザ名
– パスワード
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接続プールが利用できない場合は、Service Virtualization はステップで定義されたものと同じ項目を使用して、新
しい接続プールを作成します。

2. 詳細モードを表示するには、アセット エディタの右上隅の［PRO］アイコンを選択します。詳細モードでは、ア
セットのランタイム スコープを指定できます。

JMS クライアント アセット
Java Message Service （JMS）は、Java プログラムがエンタープライズ メッセージング システムと通信することを可
能にする仕様です。元のバージョンは 1.0 です。最新のバージョンは 1.1 です。

JMS では以下の用語を使用します。

• JMS クライアント
JMS を使用してメッセージング システムと通信する Java プログラム。

• JMS プロバイダ
JMS を実装するメッセージング システム。

JMS クライアントが使用する以下のタイプのオブジェクトのアセットを作成できます。

• 接続ファクトリ
• 接続
• セッション
• プロデューサ
• コンシューマ
• 送信先

各 JMS クライアント アセットのエディタでは、各パラメータにパラメータの目的を説明するツールヒントがあります。

以下の図は、JMS クライアントがどのように要求メッセージおよび応答メッセージを処理するかを示しています。
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接続ファクトリ

接続ファクトリは接続を作成するために使用されます。

接続ファクトリは、どのように初期化されるかという点から特徴付けることができます。

• 汎用接続ファクトリ
Java Naming and Directory Interface （JNDI）を使用して初期化されます。

• 直接接続ファクトリ
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JMS プロバイダに固有の方法で初期化されます。このタイプの接続ファクトリには、多くの場合大きな、固有のパラ
メータのセットがあります。

接続ファクトリは、サポートする送信先という点からも特徴付けることができます。

• キュー接続ファクトリ
キューのみをサポートします。このタイプは JMS バージョン 1.0 からです。

• トピック接続ファクトリ
トピックのみをサポートします。このタイプは JMS バージョン 1.0 からです。

• 接続ファクトリ
接続ファクトリが上記のタイプのどちらかとして指定されない場合、キューおよびトピックの両方をサポートしま
す。

接続ファクトリ アセットの大部分は、これらの 2 つのカテゴリの組み合わせです。たとえば、TIBCO EMS 用の直接
JMS 1.0 トピック接続ファクトリ アセットは、トピックのみをサポートする直接接続ファクトリです。

以下の接続ファクトリ アセットを使用できます。

• JMS 汎用接続ファクトリ
• JMS 1.0 汎用キュー接続ファクトリ
• JMS 1.0 汎用トピック接続ファクトリ
• ActiveMQ 用の直接 JMS 接続ファクトリ
• IBM MQ 用の直接 JMS 接続ファクトリ
• IBM MQ 用の直接 JMS 1.0 キュー接続ファクトリ
• IBM MQ 用の直接 JMS 1.0 トピック接続ファクトリ
• JCAPS 用の直接 JMS 接続ファクトリ
• JCAPS 用の直接 JMS 1.0 キュー接続ファクトリ
• JCAPS 用の直接 JMS 1.0 トピック接続ファクトリ
• SonicMQ 用の直接 JMS 接続ファクトリ
• SonicMQ 用の直接 JMS 1.0 キュー接続ファクトリ
• SonicMQ 用の直接 JMS 1.0 トピック接続ファクトリ
• TIBCO EMS 用の直接 JMS 接続ファクトリ
• TIBCO EMS 用の直接 JMS 1.0 キュー接続ファクトリ
• TIBCO EMS 用の直接 JMS 1.0 トピック接続ファクトリ
• Oracle AQ 用の直接 JMS 接続ファクトリ

ActiveMQ は、3 つのバージョンではなく 1 つのバージョンの接続ファクトリ アセットを持つことに注意してください。

接続

接続は、JMS プロバイダとのアクティブな接続を表します。接続はセッションを作成するために使用されます。

接続は、サポートする送信先という点から特徴付けることができます。

• キュー接続
キューのみをサポートします。このタイプは JMS バージョン 1.0 からです。

• トピック接続
トピックのみをサポートします。このタイプは JMS バージョン 1.0 からです。

• Connection
接続が上記のタイプのどちらかとして指定されない場合、キューおよびトピックの両方をサポートします。

接続は、そのセッションが開いている間は開いたままである必要があります。

以下の接続アセットを使用できます。
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• JMS 接続
• JMS 1.0 キュー接続
• JMS 1.0 トピック接続
• TIBCO 管理者接続

セッション

セッションはプロデューサおよびコンシューマを作成するために使用されます。

セッションは、サポートする送信先という点から特徴付けることができます。

• キュー セッション
キューのみをサポートします。このタイプは JMS バージョン 1.0 からです。

• トピック セッション
トピックのみをサポートします。このタイプは JMS バージョン 1.0 からです。

• セッション
セッションが上記のタイプのどちらかとして指定されない場合、キューおよびトピックの両方をサポートします。

セッションは、そのプロデューサおよびコンシューマがアクティブな間は開いたままである必要があります。

以下のセッション アセットを使用できます。

• JMS セッション
• JMS 1.0 キュー セッション
• JMS 1.0 トピック セッション

プロデューサ

プロデューサは送信先にメッセージを送信するために使用されます。

1 つのプロデューサ アセットが利用可能: JMS プロデューサ。

コンシューマ

コンシューマは送信先からメッセージを受信するために使用されます。

1 つのコンシューマ アセットが利用可能: JMS コンシューマ。ただし、以下の 2 つの方法のいずれかでアセットを使用
することができます。

• 同期
クライアントがメッセージの受信を待機している間、クライアントはほかに何もすることができません。

• 非同期
クライアントがメッセージの受信を待機している間、クライアントはその他のタスクを実行できます。

送信先

送信先は、メッセージが配置される JMS プラットフォーム上の場所を表します。

送信先はキューおよびトピックに分けられます。

• キュー
ポイント ツー ポイント メッセージング モデルをサポートする送信先。メッセージがキューに送信される場合、1 人
の受信者のみがメッセージを受信できます。

• トピック
パブリッシュ/サブスクライブ メッセージング モデルをサポートする送信先。メッセージがトピックに送信される場
合、複数の受信者がメッセージを受信できます。

送信先は、その作成方法という点からも特徴付けることができます。
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• JNDI 送信先
Java Naming and Directory Interface （JNDI）を使用して初期化されます。

• 一時 JNDI 送信先
JMS セッションを使用して一時的に送信先を作成できます。この送信先は、セッションが開いている限り存在し、
セッションが閉じられると削除されます。

• 送信先
上記のタイプのどちらかとして指定されない、JMS セッションを通じて取得される静的な送信先。

送信先アセットは、これらの 2 つのカテゴリの組み合わせです。たとえば、JMS JNDI キュー アセットは、JNDI によっ
て初期化されるポイント ツー ポイントの送信先です。

以下の送信先アセットを使用できます。

• JMS キュー
• JMS JNDI キュー
• JMS 一時キュー
• JMS トピック
• JMS JNDI トピック
• JMS 一時トピック

JNDI 初期コンテキスト アセット
Java Naming and Directory Interface （JNDI）は、Java プログラムがネーミングおよびディレクトリ サービスと通信す
ることを可能にする仕様です。

には、JNDI 初期コンテキスト アセットが含まれています。JMS クライアント アセットは、JNDI 初期コンテキスト ア
セットを使用して JMS 接続ファクトリおよび送信先を見つけます。

JNDI 初期コンテキスト アセットのエディタでは、各パラメータにパラメータの目的を説明するツールヒントがありま
す。

RabbitMQ アセット
RabbitMQ に対して以下のタイプのアセットを作成できます。

• RabbitMQ 接続
• RabbitMQ キュー
• RabbitMQ 交換
• RabbitMQ 一時キュー
• RabbitMQ チャネル

各アセットのエディタでは、各パラメータにパラメータの目的を説明するツールヒントがあります。

前提条件

このアプリケーションで DevTest を使用するには、1 つ以上のファイルを DevTest で使用できるようにする必要があり
ます。詳細については、「Third-Party ファイル要件」を参照してください。

接続

接続アセットを使用して、RabbitMQ サーバへの接続を確立できます。

次の情報を指定します。

• RabbitMQ サーバのホスト名とポート番号
• RabbitMQ サーバにアクセスするためのユーザ名とパスワード
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接続アセットを設定する際は、緑色の［検証］ボタンを使用して、サーバにアクセスできることを確認できます。

以下の図は、接続アセットを示しています。

キュー

キューは、メッセージがコンシューマによって取得されるのを待機できる場所を表します。

JMS や WebSphere MQ と同様に、複数のクライアントが同じキューでリスンできます。各メッセージは 1 つのコン
シューマのみに配信されます。

JMS や WebSphere MQ と同様に、クライアントは要求に応じて一時キューを作成できます。

WebSphere MQ と同様に、クライアントは一時キューの名前を指定できます。また、RabbitMQ により名前を生成する
こともできます。

JMS、WebSphere MQ、およびその他のほとんどのメッセージング プロバイダとは異なり、キューに直接メッセージを
発行することはできません。代わりに、交換に対して発行します。

以下の図は、キューのアセットを示しています。
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チャネル アセットまたは接続アセットに対しては、［チャネル］フィールドを設定する必要があります。

Exchange

##は、パブリッシャとキューの間に存在する追加のルーティング レイヤです。

コンシューマは、ルーティング キーを使用して、リスンしているキューを交換にバインドします。このルーティング
キーは、どのメッセージをキューにルーティングする必要があるかを交換に指示します。ルーティング キーの正確な解
釈は、交換のタイプによって異なります。

パブリッシャは独自のルーティング キーと共にメッセージを交換に送信します。このルーティング キーは、1 つまたは
複数の送信先キューにメッセージをルーティングする方法を交換に指示します。ここでも、ルーティング キーの正確な
解釈は、交換のタイプによって異なります。

交換にメッセージを送信するためにパブリッシャで使用されるルーティング キーと、そのキューでメッセージを受信す
るコンシューマで使用されるルーティング キーは、通常、何らかの方法で一致していますが、それらは必ずしも同一で
あるわけではありません。

メッセージが交換に対して発行されるときに使用されるルーティング キーが、現在バインドされているどのキューにも
一致しない場合、そのメッセージは破棄されます。したがって、キューの側が JMS キューのように動作し、メッセー
ジが使用されるのを待機する一方で、交換の側は JMS トピックのように動作し、メッセージが発行された時点で、その
メッセージを受信するために、一致するルーティング キーを使用してキューが交換にバインドされる必要があります。
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また、トピックのように、複数のキューが存在しており、それらのバインディング パラメータが交換のルーティング
ルールに従って指定されたメッセージと一致する場合、メッセージはそれらのすべてのキューに同時に転送されます。

交換のタイプによって、異なるルーティング方法が使用されます。

• デフォルト
メッセージを発行するときに交換の名前を指定しない場合、デフォルトの交換が使用されます。一時キューを含
め、RabbitMQ サーバ上で作成される各キューは、キューの名前と同じルーティング キーを持つデフォルトの交換に
自動的にバインドされます。そのため、空の交換名とルーティング キーにキューの名前を使用した発行は、キューへ
の直接発行に最も近い方法になります。

• ダイレクト
ダイレクト交換では、各コンシューマのキューは、ルーティング キーに一意の文字列を使用した交換にバインドされ
ます。ルーティング キーは、キューの名前、またはまったく別の名前になります。パブリッシャは、ルーティング
キーを使用して、交換に対しメッセージを送信します。メッセージは、同じルーティング キーにバインドされている
すべてのキューにルーティングされます。

• トピック
トピック交換は、ダイレクト交換とほとんど同じように動作します。ただし、トピック交換では、キューのバイン
ドに使用されるルーティング キーに、複数のメッセージのルーティング キーに一致する場合があるルーティング パ
ターンを指定できます。基本的に、ルーティング パターンはドット区切り文字列であり、各ドットの間のテキストに
はリテラル文字列または 2 つのワイルドカード文字のいずれかを指定できます。アスタリスクのワイルドカード（*）
は、1 つの文字列に一致します。ハッシュのワイルドカード（#）は、0 個以上のドット区切り文字列に一致します。

• ヘッダ
ルーティング キーに基づいたルーティングとは異なり、ヘッダ交換では、1 つまたは複数のカスタム メッセージ プ
ロパティに基づいてルーティングを行います。キューは、1 つまたは複数のカスタム バインド プロパティを使用して
ヘッダ交換にバインドされます。このバインド プロパティは、ヘッダ交換に送信されるメッセージのカスタム プロパ
ティに一致する必要があります。デフォルトでは、メッセージがキューにルーティングされるには、メッセージのプ
ロパティが、キューがバインドされたすべてのプロパティに一致する必要があります。追加のバインド プロパティを
使用して、メッセージのプロパティの 1 つだけに一致するように、この動作を変更できます。

• ファンアウト
ファンアウト交換では、バインドされているすべてのキューにすべてのメッセージがルーティングされます。ルー
ティング キーやその他のルーティング ロジックは使用されません。

チャネル アセットまたは接続アセットに対しては、［チャネル］フィールドを設定する必要があります。

一時キュー

一時キューはおそらく、その他のメッセージング プロバイダと比べて、RabbitMQ RPC スタイルのサービスではるかに
普及しています。この理由は、キュー レベルでのメッセージ フィルタリングが行われないためです。すべてのフィル
タリングは、ルーティング ルールを使用した交換レベルで行われます。メッセージが特定のキューに渡されると、その
キューのいずれかのコンシューマに配信されます。基本的に、コンシューマとキューの間には 1 対 1 の対応関係があり
ます。複数のコンシューマが同じキューにある唯一の理由は、そのキューからのメッセージの処理の負荷分散や並列化で
す。これらのすべてのコンシューマで必ず同じ処理を行う必要があります。

各コンシューマには独自のキューが必要であり、一時キューは簡単に作成できるため、標準的な方法として、ほとんど
の RPC アプリケーションの応答側で一時キューを使用することは合理的です。また、一時キューは交換ベースの相関ス
キームでも適切に動作します。交換では、メッセージのルーティング先であるキューが一時キューであるかどうかは考慮
されません。

以下の図は、キューのアセットを示しています。
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チャネル アセットまたは接続アセットに対しては、［チャネル］フィールドを設定する必要があります。

チャネル

チャネル アセットは、RabbitMQ チャネルを表します。通常、このタイプのアセットを作成する必要はありません。

SAP JCo 送信先アセット
SAP システムへの接続情報を定義するには、送信先アセットを使用します。1 つのアセット クラスが 3 つの SAP ス
テップすべてに使用されます。このクラスは、SAP JCo 送信先アセットと命名されます。

事前定義済みの送信先アセットがある場合、ステップ エディタの［送信先］ドロップダウン フィール
ドからアセットを選択できます。ステップ エディタからアセットを作成するには、［アセットの追加］

をクリックします。ステップ エディタからアセットを編集するには、［アセットの編集］

をクリックします。

アセットを作成する方法

1. このアセットの以下のフィールドを定義します。SAP 接続パラメータにプロパティを使用できます。
– 名前
アセットの名前。この名前はステップ エディタの［送信先］フィールドに表示されます。SAP システムに対して
意味のある名前を使用します。

– 説明
アセットがターゲットにするシステムの詳細について説明する情報。

– サーバ タイプ
［アプリケーション サーバ］または［メッセージ サーバ］を選択します。

– ホスト
SAP システムのホスト名または IP アドレス

– システム番号
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SAP システム番号（アプリケーション サーバ用）
– R/3 名

R/3 の名前（メッセージ サーバ用）
– グループ

SAP アプリケーション サーバのグループ（メッセージ サーバ用）
– ユーザ

SAP ユーザ名
– パスワード

SAP ユーザのパスワード
– クライアント

SAP クライアント
以下の図は、アプリケーション サーバおよびメッセージ サーバ両方の送信先アセット定義を示しています。
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2. 詳細モードを表示するには、アセット エディタの右上隅の［PRO］を選択します。詳細モードでは、アセットのラ
ンタイム スコープを指定できます。

3. 高度な SAP 接続プロパティを選択するには、［高度な接続設定］をクリックします。設定値を入力すると、設定の
デフォルト値を上書きできます。目的の設定を選択し、［OK］をクリックします。

SSL アセット
これまで、ほとんどの SSL 操作を設定する唯一の方法は、local.properties ファイルにグローバル プロパティを定義す
ることでした。

javax.net.ssl.keyStore=keystore.jks
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javax.net.ssl.keyStorePassword=12345

javax.net.ssl.trustStore=truststore.jks

javax.net.ssl.trustStorePassword=12345

このアプローチの問題点は、SSL がグローバルに再設定され、それが作成されたすべての SSL 接続に影響を与えること
です。

リリース 8.1 以降では、以下のアセットを使用して SSL ######を定義できます。

• IBM MQ ネイティブ キュー マネージャ
• IBM MQ 用の直接 JMS 接続ファクトリ
• IBM MQ 用の直接 JMS 1.0 キュー接続ファクトリ
• IBM MQ 用の直接 JMS 1.0 トピック接続ファクトリ

リリース 9.0 では、RabbitMQ 接続アセットで、SSL コンテキストを定義できます。

リリース 9.5 では、ActiveMQ 用の直接 JMS 接続ファクトリ アセットで、SSL コンテキストを定義できます。

SSL コンテキストは、グローバルではなく単一の操作に適用されるようにキー ストアおよび信頼ストアの情報をカプセ
ル化する方法です。

以下の SSL アセットのいずれかに、SSL コンテキストを設定できます。

• キー ストア ファイル
• SSL コンテキスト

完全なセットアップは複雑であり、少なくとも 5 つのアセットが関与するため、一般的なシナリオをカバーする簡単な
方法があります。このページでは、最も単純なシナリオから最も複雑なシナリオまでを説明します。

基本的なシナリオ

最初の 2 つのシナリオでは、local.properties ファイルを通じて実行できる操作を再現します。

信頼ストアのみ： キー ストア ファイル アセット

これは、サーバ側証明書を信頼ストアに追加する、一方向 SSL の状況です。

これまで、このシナリオでは、local.properties ファイルで以下のグローバル設定が必要でした。

javax.net.ssl.trustStore=truststore.jks

javax.net.ssl.trustStorePassword=12345

SSL アセットを使用してこのシナリオを設定するには、以下の手順に従います。

1. 信頼ストアを参照するキー ストア ファイル アセットを作成します。
2. ［SSL Context （SSL コンテキスト）］フィールドで、このアセットを選択します。

以下の図は、この設定を示しています。
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この設定は、local.properties の行と同等ですが、IBM MQ 接続にのみ適用されます。

NOTE
キー ストア ファイルおよび信頼ストア ファイルでは、同じファイル形式が使用されます。信頼ストアとして
使用されている場合でも、ほとんどの場所で引き続き「キーストア」と呼ばれています。

デフォルト キーを使用した信頼ストアおよびキー ストア： 2 つのキー ストア ファイル アセット

これは標準的な双方向 SSL の状況であり、サーバ証明書用の信頼ストアと、クライアント秘密鍵を含むキー ストアが必
要になります。

これまで、このシナリオでは、local.properties ファイルで以下のグローバル設定が必要でした。

javax.net.ssl.keyStore=keystore.jks

javax.net.ssl.keyStorePassword=12345

javax.net.ssl.trustStore=truststore.jks

javax.net.ssl.trustStorePassword=12345

SSL アセットを使用してこのシナリオを設定するには、以下の手順に従います。

1. 信頼ストアを参照するキー ストア ファイル アセットを作成します。
2. クライアント キー ストアを参照するキー ストア ファイル アセットを作成します。
3. SSL コンテキスト アセットを作成し、信頼ストアとキー ストアのアセットを選択します。
4. ［SSL Context （SSL コンテキスト）］フィールドで、SSL コンテキスト アセットを選択します。

以下の図は、この設定を示しています。
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ここでも、この設定は local.properties の行と同等ですが、IBM MQ 接続にのみ適用されます。

高度なシナリオ

SSL コンテキストを直接操作することができるため、local.properties ファイルでは不可能ないくつかの操作を実行でき
ます。

信頼ストアを使用しない： 「すべて信頼」信頼マネージャ アセット

サーバが自己署名証明書または信頼できない証明書を使用していても、既知の証明書に対する検証が必要ない場合は、
「すべて信頼」信頼マネージャ アセットを使用できます。

上記の手順に従いますが、SSL コンテキストの信頼ストアとして特定のキー ストア アセットを選択するのではなく、新
しいすべて信頼マネージャ アセットを作成します。

これは、キー ストアではなく信頼マネージャです。信頼マネージャでは基本的に、任意のサーバ証明書で常に通用する
「承認ルール」が実装されます。 
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NOTE
クライアント側のキー ストアを使用せずに、すべて信頼マネージャを使用する場合は、SSL コンテキストの
［キー ストア］フィールドを空白のままにします。ただし、IBM MQ ネイティブ キュー マネージャ アセット
の［SSL Context （SSL コンテキスト）］フィールドから直接、すべて信頼マネージャを選択することはでき
ません。

特定のクライアント キーを使用： キー マネージャ アセット

場合によっては、複数のクライアント側の秘密鍵が含まれるキー ストアが見つかることがあります。local.properties を
使用してこのキー ストアを設定する場合、使用するキーを選択する方法はありません。どのキーを使用するかは定義さ
れていません。

ただし、ここでは SSL コンテキストを直接制御しているため、使用するキーを指定する方法があります。キー ストア
アセットを［キー ストア］フィールドの SSL コンテキストに直接追加する代わりに、キー マネージャ アセットを追加
します。これにより、使用するクライアント側の秘密鍵のエイリアスを指定することができます。キー ストア アセット
は、SSL コンテキスト下で直接選択されるのではなく、キー マネージャの下で選択されるようになります。

これにより、秘密鍵のパスワードを指定することもできます。これが必要となるのは、秘密鍵のパスワードがキー スト
アのパスワードと異なる場合であり、そのようなシナリオをサポートする唯一の方法になります。

完全設定： 「汎用」信頼マネージャ アセット

キー マネージャ アセットと同様に、汎用の信頼マネージャ アセットでは、信頼ストア ファイルを指定するキー ストア
アセットをラップします。この信頼マネージャ アセットにはキー ストアを除いてパラメータはありませんが、2 つの目
的で機能します。

• キー ストア アセットを、SSL コンテキスト アセット下の信頼ストアとして直接選択すると、内部的には、Java の
SSL API に準拠するように、信頼マネージャ アセットが自動的に設定されます。そのためにキー ストアのみが選択
されている場合、同じ動作がキー マネージャに適用されます。つまり、SSL コンテキストと 2 つのキー ストアのみ
が指定される、「2 つのキー マネージャ アセット」というラベルの付いた上記のシナリオに従う場合、実際には、内
部的に以下のように自動設定されます。
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• 汎用信頼マネージャ アセットとすべて信頼マネージャ アセットは、同じタイプです。その結果、特定の環境で証明書
のチェックをオンまたはオフにする必要がある場合、子の設定で一方のアセットをもう一方のアセットでオーバーラ
イドすることができます。

SSL コンテキスト パラメータ

以下の SSL コンテキスト パラメータは拡張モードで利用可能です。

• プロトコル
SSL の特定のバージョンを使用するように強制できます。オプションのリストは、Java SSL API でサポートされる
プロトコルを照会することによって動的に構築されます。

• プロバイダ
別の SSL 実装を選択できます。オプションのリストは、Java SSL API でインストールされているプロバイダを照会
することによって動的に構築されます。

• Verify Hostname （ホスト名の検証）
SSL 証明書で指定されたホスト名に対して TCP 接続を確立するために使用されるサーバのホスト名を検証するかど
うかを指定します。

• Secure Random （セキュア ランダム）
このパラメータは、将来の使用に備えて予約されています。

コンパニオンの説明
######は、すべてのテスト ケースの実行の前後に実行されるエレメントです。

このセクションでは、以下のコンパニオンについて説明します。
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Web ブラウザ シミュレーション コンパニオン
Web ブラウザ シミュレーション コンパニオンでは、さまざまな Web ブラウザをシミュレートできます。Web ブラウザ
は User-Agent HTTP ヘッダを使用して、Web サーバに識別情報を提供します。ステージングされたテストで複数の仮想
ユーザを実行する場合、複数のユーザ エージェントをシミュレートするために  を設定します。各ユーザ エージェント
文字列に相対的なウェイトを割り当てることで、特定のブラウザがほかのものよりも頻繁に使用されるようにします。

ウェイトを指定するには、デフォルトのブラウザ選択コンパニオン エディタを使用します。

Web ブラウザ選択コンパニオンを設定するには、ブラウザ エージェントおよびウェイトのリストを入力または編集しま
す。

以下のフィールドに入力します。

• ユーザ - エージェント
シミュレートするブラウザ。

• ウェイト
このブラウザのウェイト。たとえば、3 つのブラウザに対して 25 パーセント、25 パーセント、50 パーセントのウェ
イトを割り当てると仮定します。3 つの行に対して 1、1、2 のウェイトを入力し、その他の行に対しては 0 のウェイ
トを入力します（または余分な行を削除します）。

テスト ケースが実行されると、 はエミュレートするブラウザを 1 つ選択します。 から送信されたすべての HTTP トラ
ンザクションには、そのブラウザ用の User-Agent 文字列が含まれます。選択条件はランダムで、各ブラウザのウェイト
は、そのブラウザが選択される「可能性」を表します、

 がエミュレートするブラウザを選択するのは、テスト ケースの初期化時のみです。 が選択するブラウザ エージェント
文字列は、テスト ケースの実行中も有効なままです。ブラウザのディストリビューションをシミュレートするには、ス
イート内でテスト ケースを複数回実行します。

別のユーザ エージェントを追加するには、［追

加］をクリックします。

行を削除するには、［削

除］をクリックします。

ブラウザ帯域幅シミュレーション コンパニオン
ブラウザ帯域幅シミュレーション コンパニオンでは、仮想ユーザのさまざまな帯域幅をシミュレートできます。一部の
テスト シナリオでは、さまざまなタイプのインターネット接続のシミュレーションが要求されます。

ブラウザ帯域幅シミュレーション コンパニオンを設定する方法

以下のフィールドに入力します。

• バイト/秒
接続速度。たとえば、56K の接続速度をシミュレートするには、［バイト/秒］に「7000」（56,000 ビット / 8 ビッ
ト/バイト = 7,000 バイト/秒）と入力します。

• ウェイト
この行に与えられるウェイト。たとえば、25 パーセント、25 パーセント、および 50 パーセントのウェイトを 3 つの
行に割り当てるには、、それらの行のウェイト列を 1、1、および 2 に設定します。示した例では、仮想ユーザの半分
は 6,000 バイト/秒で接続し、半分は 100,000 バイト/秒で接続します。

行を追加するには、［追加］ボタンを使用します。

行を削除するには、［削除］ボタンを使用します。
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HTTP 接続プール コンパニオン
HTTP 接続プール コンパニオンでは、ターゲット サーバごとの HTTP 接続数を制限できます。このコンパニオン
は、HTTP/HTML 要求および REST テスト ステップにのみ適用されます。

は通常、各仮想ユーザに対して 1 つの HTTP 接続を使用します。たとえば、100 人の仮想ユーザを使用してテストを実
行する場合、クライアントとサーバにはそれぞれ開いているソケットが 100 個あります。

各シミュレータに数千の仮想ユーザで負荷テストを実行する場合、基盤となるオペレーティング システムが使用可能な
ソケットを使い果たす可能性があります。このシナリオでは、HTTP 接続プール コンパニオンを使用します。

ConnectionsPerTargetHost パラメータは、一意のエンドポイントそれぞれに割り当てる接続数を指定します。

テスト ケースに以下の 2 つのステップがあると仮定します。

• Web サーバ 1 に移動するための HTTP ステップ
• Web サーバ 2 に移動するための HTTP ステップ

このテスト ケースには、HTTP 接続プール コンパニオンがあり、ターゲット ホストごとに 5 個の接続が設定されていま
す。ステージング ドキュメントは、100 人の仮想ユーザを実行するように設定されています。2 台のシミュレータ サー
バがあるため、デフォルトでは、それぞれ 50 人の仮想ユーザを取得します。

シミュレータ 1 は、Web サーバ 1 への 5 つの接続と Web サーバ 2 への 5 つの接続を作成します。シミュレータ 2 も
同様に実行します。各 Web サーバには、現在 10 個のクライアント接続があります。最初の HTTP ステップでは、仮想
ユーザは、Web サーバ 1 への 5 個の接続の 1 個が使用可能になるのを待つ必要があります。仮想ユーザは、その接続を
使用して HTTP コールを作成し、接続はプールへ戻ります。

以下の図に、このシナリオを示します。シミュレータ 1 は、Web サーバ 1 への 5 個の接続および Web サーバ 2 への 5
個の接続を保持しています。シミュレータ 2 は、Web サーバ 1 への 5 個の接続および Web サーバ 2 への 5 個の接続を
保持しています。
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Web プロキシ コンパニオンを使用するための DevTest の設定
Web プロキシ コンパニオンを使用するための  の設定によって、すべての Web テスト ステップにプロキシを設定でき
ます。環境でプロキシの使用を指定する場合は、このコンパニオンを使用します。プロキシ情報は組織に固有です。会社
のプロキシ設定に関しては運用チームに問い合わせてください。

Web プロキシ セットアップ コンパニオンを設定するには、以下のパラメータを入力します。

• Web プロキシ サーバ（ホストおよびポート）
1 番目のフィールドにプロキシ サーバの名前または IP アドレス、2 番目のフィールドにポート番号。

• プロキシ サーバを使用しないホストおよびドメイン
プロキシ サーバを使用しないドメインおよびホストの名前。

• セキュア Web プロキシ サーバ（SSL プロキシ ホストおよびポート）
1 番目のフィールドに SSL プロキシ サーバの名前または IP アドレス、2 番目のフィールドにポート番号。

• セキュアな Web プロキシ サーバを使用しないホストおよびドメイン
セキュアなプロキシ サーバを使用しないドメインおよびホストの名前。

• 単純なホスト名を除外
localhost や servername.company.com のようなホスト名を除外するために選択します。

• プロキシ サーバ認証
プロキシ サーバに対して認証が必要な場合のドメイン名、ユーザ名、およびパスワード。

• 事前送信
［チャレンジを待機］、［ベーシックを送信］、または［NTLM を送信］を選択します。

では、local.properties ファイルを使用して、すべてのテスト ケースに Web プロキシを割り当てることもできます。
このファイルは、 ホーム ディレクトリにあります。lisa.http.webProxy.host および lisa.http.webProxy.port プロ
パティを適切に更新し、 を再起動します。 ホーム ディレクトリに local.properties ファイルがない場合は、既存の
_local.properties の名前を local.properties へ変更し、それを使用します。

同期ポイントのセットアップ コンパニオン
同期ポイントのセットアップ コンパニオンでは、テスト ケースまたはテスト スイートで同期ポイントとして使用するテ
スト ステップを選択できます。同期ポイントでは、全員がこのステップに到達するまで、仮想ユーザが一時停止および
待機します。その後、すべての仮想ユーザはステップを同時に実行するために解放されます。この機能は、負荷テストで
同時テストまたはリソースのピーク使用率を設定する場合に役立ちます。

たとえば、100 人のユーザのテストを設定し、ユーザをすべてアプリケーションにログインさせ、テストを同時に実行さ
せることができます。

同期ポイントは単一のテストに適用されます。または、テスト スイート内のすべてのテストに適用できます。テスト ス
イートでは、同期ポイント名はスイート全体で同じである必要があります。ただし、ステップは異なることができます。
シリアル テストは定義によって同期ポイントに同時にアクセスできないため、複数のテスト シナリオ（およびテスト ス
イート）がパラレルで実行されるように設定される必要があります。複数の同期ポイントをテスト ケースまたはテスト
スイートで定義できます。

同期ポイントのセットアップ コンパニオンを設定するには、以下のパラメータを入力します。

• 同期ポイント名
同期ポイントに対して指定する名前。

• ステップ
ドロップダウン リストから同期ポイントのステップを選択します。仮想ユーザはこのステップを実行する前に一時停
止します。

• タイムアウト秒数（なし場合は 0）
同期が発生するための待機秒数。タイムアウト期間が経過する前に、すべての仮想ユーザがステップに到達する必要
があります。
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Set Up an Aggregate Step （集約ステップの設定）コンパニオン
Set Up an Aggregate Step （集約ステップの設定）コンパニオンでは、複数の物理テスト ステップをメトリック収集お
よびレポートのための 1 つの論理ステップとして集約して報告できます。コンパニオンは、含められたステップを自動
的にすべて Quiet に設定します。

以下のパラメータを入力します。

• 集約名
集約ステップの名前を定義します。スペースを使用できます。

• 開始ステップ
集約の開始（最初の）ステップを指定します。

• 集約対象
集約に含めるステップ（開始ステップおよび終了ステップを除く）を選択します。

• 終了ステップ
プルダウン メニューから、集約の終了（最後の）ステップを指定します。

集約ステップは、すべてのレポートに示されます。

1 つのテスト ケースに含めることができる、集約ステップの設定コンパニオンは、1 つのみです。

イベント駆動型サブプロセスの実行コンパニオン
イベント駆動型サブプロセスの実行コンパニオンでは、1 つ以上の指定のイベントが発生した場合にサブプロセスのテス
ト ケースを実行できます。

以下のパラメータを入力します。

• イベント タイプの識別
［追加］ 

をクリックしてイベント タイプのドロップダウン リストを表示します。リストから任意の数のイベントを選択しま
す。
［削除］

をクリックしてイベント タイプをリストから削除します。
• プロパティの定義
ドロップダウン リストから、コンポーネント名と関連するプロパティを選択します。［追加］

をクリックしてコンポーネントを追加したり、［削除］

をクリックしてコンポーネントを削除したりできます。
• サブプロセス コールの設定
「サブプロセスの実行」の説明に従って、サブプロセスのパラメータを入力します。

観察対象システム VSE コンパニオン
NOTE

このコンパニオンは廃止されており、現在はサポートされていません。

観察対象システム VSE コンパニオンは、実際に測定された応答時間セットに基づいて応答時間のモデリングをサポート
するために使用されます。
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6.0.6 より前では、インバウンド要求の応答時間は、その要求に対して決定された特定の応答の反応時間仕様から求めら
れていました。主に負荷テストおよびパフォーマンス テストのシナリオでは、ライブ システムの応答時間から応答時間
をモデル化する必要がある場合があります。たとえば、ライブ システムでは、負荷のピーク時にパフォーマンスの低下
を示して、名目上の応答時間の 2 倍になる可能性があります。この場合、VSE にこの応答時間曲線をエミュレートさせ
ることは有用です。また、たとえば 3 時間のテストを超えて実施される 12 時間の観察対象応答時間メトリックなど、任
意の間隔にわたって、この曲線を VSE がカバー（再生）することを可能にすることも有用です。

観察対象システム VSE コンパニオンはこれらの要件をサポートします。仮想サービスでこの動作を提供する場合は、こ
のコンパニオンを追加および設定します。

設定情報

観察対象システム コンパニオンには、以下のパラメータが必要です。

• 開始日時および終了日時
測定された応答時間を読み取るタイム「ウィンドウ」を定義します。これらのタイムスタンプは包含的です。この
ウィンドウの外部にあるデータ セットまたはデータ プロバイダからのタイム スタンプ データは無視されます。

• 想定実行時間
仮想サービスが応答時間曲線に「適合」する間隔を表す期間を定義します。前の例では、この値は 3 時間に設定され
ます。
たとえば、以下の値が使用されます。
– 想定実行時間は 30 分です。
– 開始日時ウィンドウは 30 分です。
– 終了日時ウィンドウは 30 分です。
– バッファ サイズは 10 分です。
最初に 10 分、その後、順に 10 ～ 20 分、20 ～ 30 分、45 ～ 60 分のバッファを取得します。
以下の値を使用します。
– 想定実行時間は 15 分です。
– 開始日時ウィンドウは 30 分です。
– 終了日時ウィンドウは 30 分です。
– バッファ サイズは 10 分です。
最初の 10 分間は最初の 5 分間で再生し、次の 10 分間は次の 5 分間で再生し、その次の 10 分間はその次の 5 分間で
再生します。

• バッファ サイズ
分単位の期間を定義します。応答時間データが一度に取得される量を制御するために使用できます。パラメータのデ
フォルト値は、一度に 1 時間のデータです。
たとえば、想定実行時間が 1 時間、バッファ サイズが 15 分の場合、以下の結果が得られます。
– 最初に 15 分のバッファを取得します。
– 次に、15 ～ 30 分のバッファを取得します。
– 次に、30 ～ 45 分のバッファを取得します。
– 次に、45 ～ 60 分のバッファを取得します。
– 次に、最初の 15 分からデータを再度取得します

• 観察対象のシステム データ プロバイダ
このパラメータは、データを取得する場所をコンパニオンに指示します。現在、 データ セット データ プロバイダお
よび Application Performance Management （Wily）データ プロバイダが提供されています。

どのデータ プロバイダも、以下の情報を提供する必要があります。

• ID （文字列）
• タイム スタンプ
• タイム スタンプの時点の応答時間
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データ セット データ プロバイダでは、「id」、「timestamp」、「responseTime」というフィールドで、データ セッ
トがこれらの情報を提供する必要があります。タイムスタンプ値は、実際の Date オブジェクトではない場合、「yyyy-
MM-dd HH:mm:ss.SSS」形式の文字列である必要があります。ID を任意の指定したインバウンド要求にマップする方
法は、データ プロバイダに固有です。データ セット プロバイダの場合、それは要求の操作に一致する必要がありま
す。Application Performance Management （Wily）プロバイダは正規表現に基づいた方法を使用します。

NOTE

8.2 以降では、APM からの metric-data-service.jar は、 ディレクトリの lib/core フォルダ内にある必要があり
ます。

データ セット ソースの例

この例では、データ セットが、観察対象システム VSE コンパニオンの入力を提供します。このコンパニオンが提供する
データの定義により、トランザクション、またはある期間にわたる複数のトランザクションに対して応答時間を変更でき
ます。

以下に示すサービス イメージには、1 つのトランザクションが含まれています。また、［反応時間］は 15 ミリ秒に設定
されています。
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このサービス イメージと関連する仮想サービス モデルには、少数の単純なステップがあります。

1. コンパニオンを追加するには、［コンパニオン］パネルの

［追加］をクリックします。
2. VSE コンパニオン、観察対象システム VSE コンパニオンを選択します。
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パネルの上部には、コンパニオンのパラメータに関する一般情報が表示されます。

この例では、［開始日時］および［終了日時］には 2 時間のウィンドウが定義されていますが、［想定実行時間］は 1
時間に設定されています。このため、VSE 実行時間のうちの各 1 時間に対して、コンパニオンは、データ セット デー
タ プロバイダからの 2 時間のデータを使用します。バッファ サイズが 30 分であることは、VSE が 30 分ごとにデータ
セットにアクセスしてデータを取得することを意味します。バッファ サイズはスケーリングの前です。したがって、30
分のバッファでは、

• VSE は 10:22 と 10:52 の間のデータ セットからデータを取得します。
• VSE は、半分のスケーリング（この例の場合）を実行して、計算を正しく実行することができます。

コンパニオンを一時的に無効にするには、［有効］チェック ボックスをオフにします。

データ セットおよび Wily 観察対象システム データ プロバイダを含むどのデータ プロバイダでも、観察対象システム
コンパニオンをサポートできます。［（ここをクリックして選択）］をクリックし、［データ セット ソース］を選択す
ると、［データ セット タイプの選択］ボタンが表示されます。［データ セット タイプの選択］をクリックし、［共通
データ セット］ - ［ユーザ定義データ シートの作成］を選択します。
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［ユーザ定義データ シートの作成］のテーブルが開かれるときに、あらかじめ以下の項目が列に入力されます。

• id
要求の処理時に操作名に対して照合されます。

• timestamp：
• responseTime

standardDeviation の値が 0 の場合は、responseTime によって、再生時に使用する間隔が定義されます。ゼロ以外
の値については、standardDeviation 列に関して説明する数式を使用します。この応答時間の計算は、サービス イ
メージで設定された 15 ミリ秒の反応時間を上書きします。

• standardDeviation
応答時間の平均値からの標準偏差を表す統計データを定義します。再生時に使用される応答時間は、平均応答時間の
+/- 3 シグマ内になります。x が responseTime で、y が standardDeviation である場合、再生時の応答時間は（x -3
y）と（x +3 y）の範囲内のランダムな値です。
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これらの列は、このコンパニオンの情報を提供するために使用する任意のタイプのデータ セット プロバイダに必要で
す。

この例では、サービス イメージから操作名 GET / dsdpTest をコピーし、［id］フィールドにそれを入力しま
す。［responseTime］フィールドに「150」と入力します。

  

［timestamp］フィールドに、［開始日時］および［終了日時］で定義された時間ウィンドウに入る日時を入力します。

この例を続行するには、あらかじめ入力されたデータ セットのある既存のプロジェクトを使用します。
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データ セット応答時間は、30 秒ごとに 100 ミリ秒の増加を定義します。そのため、このコンパニオンは、常に、仮想
サービス モデルで設定された 15 ミリ秒の反応時間を上書きする必要があります。

NOTE
仮想サービスを展開する場合は、［反応時間スケール］に 0 パーセントを入力しないでください。
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観察対象のシステム データ プロバイダ（Wily）ソース

観察対象システム VSE コンパニオンは、Application Performance Management （Wily）アプリケーションから入力を受
信できます。Wily と連携するコンパニオンを設定するには、パネルの上部の設定情報を入力します。その後、［（ここ
をクリックして選択）］をクリックし、［データ セット ソース］に［Wily ソース］を選択します。

Wily 観察対象システム コンパニオンのパラメータは以下のとおりです。

• Web サービス URL
Wily Web サービスの URLを指定します。

• エージェント正規表現
エージェントを識別する正規表現を指定します。

• メトリック正規表現
メトリックを識別する正規表現を指定します。このメトリック正規表現は、Wily サーバに送信されるメトリック正規
表現の中央部分としてラップされます。サーバに送信されるメトリック正規表現は、次のとおりです。
".*WebServices\|Server\|<user entered pattern>:Average Response Time.*"

たとえば、メトリックのクエリを実行する場合は、次のようになります。
"WebServices\|Server\|http_//ejb3\.examples\.itko\.com/\|(.*)Average Response Time
 \(ms\)"

次のように入力できます。
"http_//ejb3\.examples\.itko\.com/"

この例は、Web サービスのすべての平均応答時間メトリックを取得します。特定の操作のメトリックを取得するに
は、カスタム正規表現を使用します。
デフォルト： ".*"

• サービス ユーザ名
Wily サービスにアクセスするために使用されるユーザ名を指定します。

• サービス パスワード
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必要に応じて、［サービス ユーザ名］に関連するパスワードを指定します。

コンパニオンの動作をテストするには、クイック テストをステージングします。

この例のテスト ケースには、1 つのステップ（ログ メッセージ出力ステップ）がありました。［Quick Stage
Run］（クイック ステージングの実行）ウィンドウの［テスト イベント］タブで出力を表示できます。
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このテスト ケースに使用される設定ファイルで debug プロパティを true に設定することは、ログ メッセージが出力に
表示されることを意味します。

  

実行時の優先度

実行時のプロセスは以下のとおりです。

• VSE 応答からの反応時間仕様は、遅延の要因が特定されたときに計算されます。
• 反応時間仕様に状態（二重中かっこの式）が含まれる場合、式は直接評価され、結果は応答の応答時間として使用さ
れます。

• 反応時間仕様に状態が含まれず、仮想サービスに観察対象システム コンパニオンが含まれる場合、コンパニオンは応
答の応答時間を決定するように求められます。

• コンパニオンが存在しないか、または応答時間を決定できない場合、反応時間仕様が応答時間として使用されます。

たとえば、想定実行時間が 1 時間、バッファ サイズが 15 分の場合、以下の結果が得られます。

• 最初に 15 分のバッファを取得します。
• 次に、15 ～ 30 分のバッファを取得します。
• 次に、30 ～ 45 分のバッファを取得します。
• 次に、45 ～ 60 分のバッファを取得します。
• 次に、最初の 15 分からデータを再度取得します
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VSE 反応時間スケール コンパニオン
VSE 反応時間スケール コンパニオンは仮想サービス モデルに追加できます。このコンパニオンでは、反応時間スケール
の変化のグラフを指定することにより、サービスの反応時間スケールのパーセンテージを時間と共に変化させることがで
きます。
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移行ポイントの追加、削除、並び変えを行うには、［追加］、［削除］、［移動］をクリックします。［遅延］および
［反応時間スケール］のエントリは、直接編集できます。また、タイムライン表示の折れ線をクリックおよびドラッグす
ることで、目的の遅延およびスケールを表示できます。［移行ポイント］テーブルは、対応して更新されます。

• 相対 TS
入力した遅延に基づいて計算され、形式は hh:mm:ss.ms です。

• 遅延
指定された反応時間スケールを適用する前に待機する間隔（分および秒）。

• 反応時間スケール
反応時間スケールは、応答で反応時間に適用されるパーセンテージです。

• タイムラインが終了したらやり直す
タイムラインが終了した場合に、最初の相対 TS から開始します。

水平軸上の右端のティック マークのラベルをクリックすると、コンパニオンのタイムラインの合計を調節できます。こ
のラベルは、上記のウィンドウでは「1h」というラベルです。［タイムライン期間の更新］ダイアログ ボックスが表示
されます。タイムライン期間を移行ポイントよりも短く更新する場合、一部の移行ポイントが削除されるという警告が表
示されます。

グラフにカーソルを置くと、ツールヒントで垂直線上に時間が表示され、水平線上に反応時間スケールのパーセンテージ
が表示されます。

バッチ応答反応時間コンパニオン
仮想サービス モデルが指定された時刻に定義された数の応答を送信するように、バッチ応答反応時間コンパニオンは反
応時間スケールを変更します。

このコンパニオンにより、仮想サービス モデルの応答をバッチ処理できます。応答を送信するスケジュールを指定でき
ます。たとえば、毎日 8:15 に 100 の応答を送信できます。要求はいつでも受信できますが、VSE は 8:15 にのみ応答し
ます。保留中の応答が 100 未満の場合、VSE は応答をすべて送信します。保留中の応答が 100 を超えている場合、VSE
は 100 の応答を送信し、次のバッチまで残りを保存します。

VSE は、受信した要求に応答するのみで、要求されていない応答を生成しません。VSE が 12 件の要求を受信した場合
には、［数量］が 12 を超えていたとしても、12 件の応答を送信します。

このコンパニオンは SAP トランスポート プロトコルにのみ役立ちます。

コンパニオン エディタで以下のパラメータを入力します。

• 有効
コンパニオンを有効にするかどうかを指定します。

• 時間
いつ応答を送信するかを定義します。
値： 00:00 ～ 23:59

• Quantity （数量）
送信する応答の最大数を定義します。
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［Response Schedule （応答スケジュール）］テーブルで行を追加、移動、および削除するには、［追加］、［上
へ］、［下へ］、［削除］をクリックします。

• Repeat daily （毎日繰り返す）
毎日応答を送信するかどうかを指定します。

• Send all at once （一括送信）
応答を配信する方法を指定します。
値:
– オン： 応答を一度にすべて送信するか、指定した間隔で、サイズ制限に達するまで、要求が到達したときに送信
します。

– オフ： 現在のバッチ時間から、次のバッチ時間またはスケジュールされた終了時間までに、応答を均等に配分し
ます。

• Schedule End Time （スケジュール終了時刻）
［Send all at once （一括送信）］チェック ボックスがオフの場合、このフィールドは［Response Schedule （応
答スケジュール）］テーブル内の最後にスケジュールされた時間の終了時間を定義します。
値： 00:00 ～ 23:59
制限： この値は、［Response Schedule （応答スケジュール）］テーブル内の最後にスケジュールされた時間より
後にする必要があります。

例：

［Response Schedule （応答スケジュール）］テーブルに 2 つのエントリが含まれていると仮定します。

• 最初のエントリの値は 08:00 および 10 です。
• 2 番目のエントリの値は 08:10 および 10 です。

また、［Send all at once （一括送信）］チェック ボックスがオフで、［Schedule End Time （スケジュール終了時
刻）］フィールドが 08:15 に設定されていると仮定します。

仮想サービス モデルを展開した場合、この設定の結果は以下のようになります。

• 08:00 ～ 08:10 の間は 1 分間に 1 つの応答。
• 08:10 ～ 08:15 の間は 30 秒間に 1 つの応答。

これらの結果では、サービスがその期間中に一致する応答がある十分な要求を受信すると仮定します。

繰り返し期間反応時間コンパニオン
繰り返し期間反応時間コンパニオンは、指定するすべての期間に対して応答をバッチで送信するために応答反応時間を調
整します。

このコンパニオンにより、仮想サービス モデルの応答をバッチ処理できます。応答を送信するスケジュールを指定でき
ます。たとえば、1 時間ごとに 100 の応答を送信できます。要求はいつでも受信できますが、VSE はその時間にのみ
応答します。保留中の応答が 100 未満の場合、VSE は応答をすべて送信します。保留中の応答が 100 を超えている場
合、VSE は 100 の応答を送信し、次のバッチまで残りを保存します。

VSE は、受信した要求に応答するのみで、要求されていない応答を生成しません。VSE が 12 件の要求を受信した場合
には、［数量］が 12 を超えていたとしても、12 件の応答を送信します。

このコンパニオンは SAP トランスポート プロトコルにのみ役立ちます。

コンパニオン エディタで以下のパラメータを入力します。

• 有効
コンパニオンを有効にするかどうかを指定します。

• 開始
タイマがいつ開始するかを定義します。
– 値:
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• 即時
• On the Quarter Hour（15 分刻み）
• On the Half Hour（30 分刻み）
• On the Hour（1 時間刻み）

• 間隔
応答の送信間に待機する分数または時間数を定義します。

• Quantity （数量）
送信する応答の最大数を定義します。

• Repeat daily （毎日繰り返す）
毎日応答を送信するかどうかを指定します。

• Send all at once （一括送信）
応答を配信する方法を指定します。
値:
– オン： 応答を一度にすべて送信するか、サイズ制限に達するまで要求が到達したときに送信します。
– オフ： 設定された期間に応答を均等に配分します。

例：

［開始］フィールドが［即時］に設定され、［間隔］フィールドが 5 分に設定されていると仮定します。また、［数
量］フィールドが 10 に設定され、［すべて同時送信］チェック ボックスがオフになっていると仮定します。

仮想サービス モデルを展開した場合、この設定の結果は 30 秒ごとに 1 つの応答になります。この結果では、サービス
がその期間中に一致する応答がある十分な要求を受信すると仮定します。

メッセージング再試行ポリシー コンパニオン
メッセージング再試行ポリシー コンパニオンによって、メッセージング ミドルウェアに関係する操作の再試行ポリシー
を設定できます。

モデルにコンパニオンを追加すると、再試行ポリシーがモデルの各送信および受信操作に適用されます。

VSE トランザクションに 2 つの応答があり、2 番目の応答の送信が失敗すると、2 番目の応答のみが再試行されます。

VSE サービスに複数の要求キューがあり、キューの 1 つへの接続がダウンすると、1 つの失敗した受信接続のみが再試
行されます。

以下の再試行ポリシーが使用できます。

再試行のカウント

再試行のカウント ポリシーは設定された回数再試行され、各再試行間に遅延があります。このポリシーが適しているの
は、再試行したいが、失敗回数を制限することが再試行の成功より重要な場合です。

以下のグラフィックは、ポリシーのエディタを示しています。

遅延パラメータは、30s や 1m-2m などの反応時間式で表されます。範囲を指定する場合、各再試行間の遅延はその範囲
内でランダムに選択され、連続する再試行間の遅延はランダムに選択された異なる遅延になります。範囲のサポートは、
同じプラットフォームの障害が多数の VSE サービスに影響する場合に便利です。再試行間隔が広がり、ピーク時のポー
リングおよび再接続の負荷が減ります。
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再試行数パラメータは、実行する再試行の最大数を指定します。最初の失敗は、再試行にはカウントされません。この値
を 15 に設定すると、実行が失敗する前に、送信または受信操作の実行および失敗を最大 16 回まで連続して実行できま
す。

単純遅延

単純遅延ポリシーは、タイムアウトを超過するまで、再試行されます。このポリシーが適しているのは、夜間の再起動な
ど、メッセージング プラットフォームの既知のダウンタイムがある場合です。

以下のグラフィックは、ポリシーのエディタを示しています。

遅延パラメータは反応時間式で表され、範囲をサポートします。範囲を指定する場合、各再試行間の遅延はその範囲内で
ランダムに選択され、連続する再試行間の遅延はランダムに選択された異なる遅延になります。

タイムアウト パラメータは反応時間式で表されますが、範囲をサポートしません。このパラメータは、その経過後に再
試行が破棄され、実行が失敗する最大時間を指定します。タイムアウトは、元の失敗した操作の開始ではなく、最初の再
試行で開始されます。

エクスポネンシャル バックオフ

エクスポネンシャル バックオフ ポリシーは、再試行間の増大する遅延を実装します。このポリシーが適しているのは、
同じプラットフォームで発生する可能性のあるクイック再起動および数時間に及ぶ障害の両方など、潜在的な障害がある
広範囲のダウンタイムがある場合です。

以下のグラフィックは、ポリシーのエディタを示しています。

初期遅延パラメータは反応時間形式で表され、範囲をサポートします。［最大遅延］値に達する前に、連続する各再試行
でこの遅延は 2 倍になり、それ以降のすべての遅延は最大遅延になります。

タイムアウト パラメータは反応時間式で表されますが、範囲をサポートしません。このパラメータは、その経過後に再
試行が破棄され、実行が失敗する最大時間を指定します。タイムアウトは、元の失敗した操作の開始ではなく、最初の再
試行で開始されます。

各テストのサンドボックス クラス ローダの作成コンパニオン
各テストのサンドボックス クラス ローダの作成コンパニオンでは、すべてのテスト ランがそれ自体の Java クラス ロー
ダ（JVM）で実行されることを検証できます。マルチスレッドまたはマルチユーザ アクセスで設計されていないローカ
ル Java オブジェクトをテストする場合、このコンパニオンは非常に有用です。大半のテストは、このコンパニオンを必
要としません。これは通常、動的 Java 実行ステップでローカル Java オブジェクトをテストする場合にのみ必要です。

クラス ローダ サンドボックスコンパニオンを設定するには、クラス パス サンドボックス コンパニオン エディタを使用
します。

実行するクラスが hotDeploy ディレクトリにある場合は、［ホット デプロイ パス エントリを追加］チェック ボックス
をオンにします。
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実行するクラスが hotDeploy ディレクトリにない場合は、［追

加］  をクリックして［クラス パス ディレクトリ］リストに行を追加し、適切なクラス パスを追加します。

NOTE
編集または実行する Java オブジェクトは、クラス パスまたは hotDeploy ディレクトリにある必要がありま
す。それらのオブジェクトを  lib または bin ディレクトリに配置しないでください。Java VM がクラスをロー
ドする方法が原因で、クラス ローダ サンドボックスが動作しなくなります。

実行する最終ステップの設定コンパニオン
実行する最終ステップの設定コンパニオンでは、テスト中のシステムがテストの結果にかかわらず整合性のある状態にあ
ることを検証できます。通常のテスト フローが回避された場合に、どのステップが常に最後に実行されるかを指定しま
す。

一般的な使用方法は、リソースがテストの最後に解放されるようにすることです。最初のステップの指定は通常必要では
ありませんが、最終ステップの指定が重要なシナリオが多くあります。

テスト ケースが終了ステップに到達するか、テスト ケースを終了するように指示された場合でも、最終ステップが実行
されます。

最終ステップは、ITR の［実行履歴］リストには表示されません。結果は、実行された最後のステップの［イベント］タ
ブで確認できます。

最終ステップの設定コンパニオン エディタは、最終ステップを設定するために使用されます。

最終ステップの設定コンパニオンを設定するには、以下のパラメータを入力します。

• 最終ステップ
ドロップダウン リストから実行する最終ステップを選択します。

実行する最終ステップとして指定されるステップは、緑のフラグ アイコンで示されます。

 

ネガティブ テスト コンパニオン
すべてのステップを失敗させる場合に、ネガティブ テスト コンパニオンは役立ちます。含まれている任意のテスト ス
テップが成功した場合に、通常終了するテストケースを失敗させるには、このコンパニオンを使用します。

このコンパニオンには、設定パラメータはありません。

失敗テスト ケース コンパニオン
テスト ケースのステップにエラーがある場合には、失敗テスト ケース コンパニオンは、テスト ケースが正常に終了し
たとしても、そのテスト ケースを失敗としてマークします。このコンパニオンは、EVENT_TRANSFAILED イベントの
イベント リスナを登録します。

例： Web サービス ステップでの WSDL 検証アサーションにエラーがあります。検証失敗の通知を希望しますが、テス
ト ケースの続行も希望します。

このコンパニオンには、設定パラメータはありません。

XML 差分除外ノード コンパニオン
XML 差分除外ノード コンパニオンでは、［コンパニオン］タブにリスト表示されている 1 つ以上のノードを返す XPath
式を入力できます。コンパニオンは、OR 演算を使用してこれらのノードを収集した後、このテスト ケースのすべての
XML 差分比較の実行中にはこれらを無視します。
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JSON 除外ノード コンパニオン
JSON 除外ノード コンパニオンは、JSON 結果の一致を確認アサーションと共に動作します。このコンパニオンがない
場合、JSON パスを JSON 応答に適用した結果が、アサーションで渡される［期待値］と等しい必要があります。ただ
し、応答の一部として返される一部の JSON プロパティ（たとえば、タイムスタンプなど）は、応答が返されるたびに
変わります。これらのプロパティをベースラインの比較から除外するには、JSON 名または JSON 値を JSON 除外ノー
ド コンパニオンに入力します。
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相関スキーム
以下のテスト ステップで相関を有効化できます。

• JMS 送信/受信ステップ
• IBM MQ ネイティブ送信/受信ステップ
• RabbitMQ 送信/受信ステップ

相関スキームの概要

同時に実行されている 2 つのクライアントを持ったメッセージ サービスについて考えてみましょう。クライアントはそ
れぞれ同じ要求キューに要求メッセージを送信できます。サービスは任意の順に要求を処理し、応答キューに応答メッ
セージを送信できます。各クライアントはどのように応答を受信し、ほかのクライアント宛の応答は受信しないのでしょ
うか。

最も一般的な方法は、要求にいくつかのタイプの識別子を組み込み、応答にその識別子をコピーすることです。この識別
子は、## ID と呼ばれます。クライアントはそれぞれ一意の相関 ID を使用します。各クライアントがそのクライアント
用の相関 ID が含まれる応答のみを受信できるようにするために使用されるメカニズムもあります。

以下は、2 つのクライアントで使用されている相関 ID の例を示しています。
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相関スキームは、以下のことに基づいて異なります。

• 相関 ID によって応答を正しいクライアントにルーティングする方法
• 要求および応答メッセージ内で相関 ID が配置されている場所

相関 ID

ほとんどのメッセージング プラットフォームには、相関 ID フィールドがあります。このスキームでは、クライアントは
一意の ID を生成し、相関 ID フィールドにその ID が含まれる要求メッセージを送信します。サービスは、応答メッセー
ジを送信する前に、相関 ID を要求メッセージから応答メッセージにコピーします。クライアントは、元の要求と同じ相
関 ID が含まれる応答メッセージをリスンします。

デフォルトでは、相関 ID は自動的に生成されます。値を手動で指定するには、［手動値］フィールドを使用します。

［ID の再利用］リストは、新しいトランザクションそれぞれに新しい相関 ID を生成するか、テスト全体で同じ相関 ID
を使用するかを示します。

メッセージ ID と相関 ID

このスキームは、相関 ID スキームに類似しています。

ほとんどのメッセージング プラットフォームには、メッセージの一意の識別子が含まれるメッセージ ID フィールドもあ
ります。メッセージ ID は自動的に生成されます。
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サービスは、応答メッセージを送信する前に、要求メッセージのメッセージ ID を応答メッセージの相関 ID にコピーし
ます。クライアントは、元の要求のメッセージ ID に一致する相関 ID が含まれる応答メッセージをリスンします。

メッセージ ID を手動で指定することはできません。メッセージ ID を再利用することはできません。

ペイロード

このスキームは、要求および応答メッセージのペイロードに埋め込まれている相関 ID に基づいています。このスキー
ムには、相関 ID を埋め込む方法を制御する##### ####が関連付けられています。デフォルトのペイロード スキームで
は、メッセージから相関 ID を取得するための XPath 式を定義できます。

以下の図は、JMS ペイロード相関スキームと XPath ペイロード スキームの例を示しています。

  

［ID の再利用］リストは、新しいトランザクションそれぞれに新しい相関 ID を生成するか、テスト期間で同じ相関 ID
を使用するかを示します。

ペイロード相関スキームを同じキュー上の他の 2 つの相関スキームと混在させることはできません。1 つのリスナがペイ
ロード相関スキームを使用してキューでリスンしている場合、そのキュー上のリスナはすべてペイロード相関スキームを
使用している必要があります。ただし、ペイロード相関スキームのペイロード スキームとして、相関 ID およびメッセー
ジ ID から相関 ID を使用できます。

送信先および一時応答キュー

このアプローチは、テスト ステップで選択できる相関スキームではありませんが、同じ目標を実現できます。

一部のメッセージング アプリケーションでは、応答キューを持つ代わりに、クライアントが要求を送信するときに独自
の応答キューを指定します。このキューは、返信先キューと呼ばれます。サービスでは、応答がそのキューに送信されま
す。

通常、この方法は一時キューと共に使用されます。クライアントは、独自の一時キューを作成し、それを返信先キューと
してその要求で送信し、その一時的なキューで応答を受信します。完了したら、一時キューは削除されます。

データ セットの説明
### ###は、実行時にテスト ケースまたは仮想サービス モデルのプロパティを設定するために使用できる値のコレク
ションです。

このセクションでは、以下のデータ セットについて説明します。
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区切りデータ ファイルからの読み取りデータ セット
区切りデータ ファイルからの読み取りデータ セットは、テキスト ファイルのコンテンツに基づいてプロパティに値を割
り当てます。これは、DevTest Solutions で最も一般的に使用されるデータ セットのタイプです。テキスト ファイルの最
初の行では、データ値が格納されるプロパティの名前を指定します。後続の行では、これらのプロパティで使用される
データ値がリストされています。テキスト ファイルは、単純なテキスト エディタを使用して作成されます。

以下の例では、カンマ区切りのデータ ファイルを示します。最初の行は、このデータ セットのプロパティ名を示しま
す。

データ セット エディタは、データ セットを定義するために使用されます。

以下のフィールドに入力します。

• 名前データ セットの名前を入力します。
• ローカルデータ セットがグローバルまたはローカルのいずれであるかを指定します。デフォルトは［グローバル］で
す。ローカル データ セットは、各シミュレータに対して 1 つ作成されます。グローバル データ セットは 1 回作成さ
れ、すべてのシミュレータによって共有されます。

• ランダム現在のレコードの次のレコード（シーケンシャル アクセス）が読み取られるか、またはランダムなレコード
が読み取られるかを指定します。シーケンシャル読み取りがデフォルトです。

• 取得する最大レコード数ランダム アクセスの場合に取得するレコード数の上限です。［ランダム］チェック ボックス
がオンになっていない場合、このテキスト フィールドは無効です。

• データが終了した場合データ セットの終了に対応するアクションを選択します。データ セットの最初からもう一度値
を読み取るか、または実行するステップを選択できます。

• ファイルの場所
テキスト ファイルのフル パス名、または［参照］ボタンを使用してファイルを参照します。

• ファイル エンコーディング
デフォルトの UTF-8 エンコーディングを使用するか、またはドロップダウン リストから代わりのエンコーディング
を選択します。［自動検出］を選択して［検出］をクリックし、選択されたエンコーティング タイプを表示すること
もできます。

• 区切り文字
使用する区切り文字。任意の文字を区切り文字として使用できます。ドロップダウン リストには、共通の区切り文字
が含まれています。

［テスト アンド キープ］をクリックして、データをテストおよびロードします。データ セットを読み取れたことを示す
確認メッセージが表示され、データの最初のセットが表示されます。
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ユーザ定義データ シートの作成データ セット
ユーザ定義データ シートの作成データ セットでは、外部ファイルへの参照を必要とすることなく、 でデータ セット
データを生成できます。

データ シートはデータ テーブルで構成されます。列見出しはプロパティ名を指定し、テーブル行はそれらのプロパティ
のデータ値を指定します。テーブル スケルトンは、行数および列名（プロパティ）を指定することにより作成されま
す。デフォルトの名前は、「ユーザ定義データ シートの作成」です。作成される後続のデータ シートには、データ シー
ト名に「~番号」が追加されます。

以下のフィールドに入力します。

• 名前
データ セットの名前を入力します。

• ローカル
データセットをグローバルまたはローカルに指定します。デフォルトは［グローバル］です。ローカル データ セット
は、各シミュレータに対して 1 つ作成されます。グローバル データ セットは 1 回作成され、すべてのシミュレータ
によって共有されます。

• ランダム
現在のレコードの次のレコード（シーケンシャル アクセス）が読み取られるか、またはランダムなレコードが読み取
られるか。シーケンシャル読み取りがデフォルトです。

• 取得する最大レコード
ランダム アクセスの場合に取得するレコード数の上限。［ランダム］チェック ボックスがオンになっていない場合、
このテキスト フィールドは無効です。

• データが終了した場合
データ セットの終了に対応するアクションを選択します。データ セットの最初からもう一度値を読み取るか、または
実行するステップを選択できます。

• 行数
行数の初期予測値。この値は後で変更できます。

• 列名
列名のカンマ区切りリスト。これらの名前はプロパティ名でもあります。

［データ シート スケルトンの作成］をクリックし、テーブルにデータを入力します。

昇順または降順で並べ替えるには、列ラベルをクリックします。列メニューを表示するには、列ラベルを右クリックしま
す。

• 暗号化列
列の値をすべて暗号化するには、このオプションを選択します。暗号化された列にはロック アイコンが表示されま
す。また、すべての値が並んだアスタリスクとして表示されます。エクスポートでは、列は <名前>_enc で、データ
は暗号化されて表示されます。

• 列名の変更
列の名前を変更するには、このオプションを選択します。

• 昇順にソート
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列の値を昇順でソートするには、このオプションを選択します。ソートを降順に変更するには、再度クリックしま
す。

• ソートのリセット
列の値を元の状態にソートするには、このオプションを選択します。

• 列のサイズ変更モード
［自動］、［後続の列］、［次の列］、［最後の列］、または［手動］を選択します。

• すべての列を最大化
このオプションを選択すると、［列のサイズ変更モード］が［手動］に変更されます。列はすべて表示されます。ま
た、スクロール バーが使用できます。

テーブルの作成および変更を行うには、下部のツールバーの機能を使用します。

• 追加
テーブルに行を追加します。

• 上へ/下へ
行を選択し、テーブル内の上または下へ移動します。

• 削除
選択した行を削除します。

• 列の追加
テーブルに列を追加します。

• 列の削除
列を削除します。削除する列のセルを選択し、セルが編集のために選択されたことを確認し、このボタンをクリック
します。

［テスト アンド キープ］をクリックして、データをテストおよびロードします。データ セットを読み取れたことを示す
確認メッセージが表示され、データの最初のセットが表示されます。

  

以下のアクションも実行できます。

• 行をソートするには、列見出しをダブルクリックします。
• 列の名前を変更するには、列の名前を右クリックします
• ツールバーの機能を選択し、［拡張ビューの起動］を行ってセルを編集するには、セルを選択して右クリックしま
す。

• データ シートをデータ セットまたはファイルに変換するには、パネルの下部の［データ シートへの変換］をクリッ
クします。

 
• 変換するデータ シート
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デフォルトでは、作成またはプルダウン リストから選択したデータ シート。
• 外部ファイル名
データ シートから作成するファイルの名前およびパス。

NOTE
テーブル内で行を上または下へ移動させると、テストの結果に影響する場合があります。列の順番は、テスト
の結果に影響しません。

データ シートを使用するステップを選択します。

ユーザ定義の大規模データ セットの作成データ セット
ユーザ定義の大規模データ セットの作成データ セットでは、任意の大きさのカスタム データ テーブルを定義できま
す。データの行および列の数は任意に設定できます。

以下の図は、エディタを示しています。

  

以下のフィールドに入力します。

• 名前
データ セットの名前を入力します。

• ローカル
データセットをグローバルまたはローカルに指定します。デフォルトは［グローバル］です。ローカル データ セット
は、各シミュレータに対して 1 つ作成されます。グローバル データ セットは 1 回作成され、すべてのシミュレータ
によって共有されます。

• ランダム
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現在のレコードの次のレコード（シーケンシャル アクセス）が読み取られるか、またはランダムなレコードが読み取
られるか。シーケンシャル読み取りがデフォルトです。

• 取得する最大レコード
ランダム アクセスの場合に取得するレコード数の上限。［ランダム］チェック ボックスがオンになっていない場合、
このテキスト フィールドは無効です。

• データが終了した場合
データ セットの終了に対応するアクションを選択します。データ セットの最初からもう一度値を読み取るか、または
実行するステップを選択できます。

• バッキング ファイル名
データが格納されるファイルの名前。このファイルは自動的に作成されます。

［作成］ボタンは、ファイル作成のために追加のパラメータを指定できるダイアログ ボックスを開きます。

  

このダイアログ ボックスには、以下のフィールドが含まれます。

• 行の初期数
作成する行の初期数を定義します。エディタを使用して行を追加することができます。

• 列名
データ セットに入力されるカンマ区切りの列名を定義します。

列にデータを入力した後に［テスト アンド キープ］をクリックすると、作成されたバッキング ファイルにデータがコ
ピーされます。

カンマ区切り値（CSV）ファイルへの変換

データ セットをカンマ区切り値ファイルに変換することができます。この機能には以下の制限があります。

• ワークシートの行の最大数は 1048576 です。
• ワークシートの列の最大数は 16384 です。
• セル内の最大文字数は 32767 です。

以下の手順に従います。

1. ［区切られたファイル データ セットにデータシートを変換］をクリックします。
2. （オプション）出力ディレクトリおよびファイル名を変更します。
3. ［変換］をクリックします。

JDBC テーブルからの読み取りデータ セット
JDBC テーブルからの読み取りデータ セットは、データベースからソース テスト ケース データを読み取るために使用さ
れます。データは JDBC ドライバ（ユーザが提供する必要がある）を使用して読み取られます。データのテーブル内の
各列は、プロパティとして表されます。このデータ セットは SQL クエリから返された行すべてをループします。
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以下のフィールドに入力します。

• 名前データ セットの名前を入力します。
• ローカルデータ セットがグローバルまたはローカルのいずれであるかを指定します。デフォルトは［グローバル］で
す。ローカル データ セットは、各シミュレータに対して 1 つ作成されます。グローバル データ セットは 1 回作成さ
れ、すべてのシミュレータによって共有されます。

• ランダム現在のレコードの次のレコード（シーケンシャル アクセス）が読み取られるか、またはランダムなレコード
が読み取られるかを指定します。シーケンシャル読み取りがデフォルトです。

• 取得する最大レコード数ランダム アクセスの場合に取得するレコード数の上限です。［ランダム］チェック ボックス
がオンになっていない場合、このテキスト フィールドは無効です。

• データが終了した場合データ セットの終了に対応するアクションを選択します。データ セットの最初からもう一度値
を読み取るか、または実行するステップを選択できます。

• ドライバ クラス
適切なドライバ クラスの完全なパッケージ名を入力または選択します。標準のドライバ クラスは、プルダウン メ
ニューで使用可能です。

• 接続文字列
接続文字列はデータベースの標準の JDBC URL です。URL を入力または選択します。プルダウン メニューには、共
通データベース マネージャの JDBC URL テンプレートが含まれています。

• ユーザ ID
ユーザ ID を入力します（データベースで必要な場合）。

• パスワード
パスワードを入力します（データベースで必要な場合）。

• SQL クエリ
データ セットを作成するために使用される SQL クエリ。

［テスト アンド キープ］をクリックして、データをテストおよびロードします。データ セットを読み取れたことを示す
確認ダイアログ ボックスが表示され、データの最初のセットが表示されます。

数値カウント データ セットの作成
数値カウント データ セットの作成データ セットは、プロパティに数値を割り当てます。割り当てられた数値は、特定
の値で開始され、データ セットが使用されるごとに既定の上限を超えるまで一定の増分で変化します。このデータ セッ
トは、「for」ループをシミュレートするため、または何かが発生した回数を設定するために使用されます。以下の例で
は、数値カウント作成データ セットを使用して同じステップを 100 回コールする方法を示します。

以下のフィールドに入力します。

• 名前データ セットの名前を入力します。
• ローカルデータ セットがグローバルまたはローカルのいずれであるかを指定します。デフォルトは［グローバル］で
す。ローカル データ セットは、各シミュレータに対して 1 つ作成されます。グローバル データ セットは 1 回作成さ
れ、すべてのシミュレータによって共有されます。

• ランダム現在のレコードの次のレコード（シーケンシャル アクセス）が読み取られるか、またはランダムなレコード
が読み取られるかを指定します。シーケンシャル読み取りがデフォルトです。

• 取得する最大レコード数ランダム アクセスの場合に取得するレコード数の上限です。［ランダム］チェック ボックス
がオンになっていない場合、このテキスト フィールドは無効です。

• データが終了した場合データ セットの終了に対応するアクションを選択します。データ セットの最初からもう一度値
を読み取るか、または実行するステップを選択できます。

• プロパティ キー
カウンタ値が格納されるプロパティの名前。

• 開始
初期カウンタ値。

• 終了
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最終カウンタ値。
• 増分
カウンタのステップ増分。カウンタ データ セットを使用して逆にカウントするには、マイナスの増分値を設定しま
す。

［テスト アンド キープ］をクリックして、データをテストおよびロードします。データ セットを読み取れたことを示す
確認メッセージが表示され、データの最初のセットが表示されます。

Excel ファイルからの読み取りデータ セット
Excel ファイルからの読み取りデータ セットは、Excel スプレッドシートのコンテンツに基づいてプロパティに値を割り
当てます。

Excel スプレッドシートの最初の空白でない行では、データ値が割り当てられるプロパティの名前を指定します。後続の
行では、これらのプロパティに使用されるデータ値をリストします。空白のセルばかりの最初の行は、データの終端とし
て扱われます。

たとえば、名、姓、ユーザ ID、およびパスワードの組み合わせのセットをテストすることができます。

以下のフィールドに入力します。
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• 名前データ セットの名前を入力します。
• ローカルデータ セットがグローバルまたはローカルのいずれであるかを指定します。デフォルトは［グローバル］で
す。ローカル データ セットは、各シミュレータに対して 1 つ作成されます。グローバル データ セットは 1 回作成さ
れ、すべてのシミュレータによって共有されます。

• ランダム現在のレコードの次のレコード（シーケンシャル アクセス）が読み取られるか、またはランダムなレコード
が読み取られるかを指定します。シーケンシャル読み取りがデフォルトです。

• 取得する最大レコード数ランダム アクセスの場合に取得するレコード数の上限です。［ランダム］チェック ボックス
がオンになっていない場合、このテキスト フィールドは無効です。

• データが終了した場合データ セットの終了に対応するアクションを選択します。データ セットの最初からもう一度値
を読み取るか、または実行するステップを選択できます。

• ファイルの場所
Excel ファイルのフル パス名を入力するか、または［参照］ボタンを使用してファイルを参照します。パス名にはプ
ロパティを使用できます（例： LISA_HOME）。

• シート名
Excel スプレッドシートのシート名を入力します。

［テスト アンド キープ］をクリックして、データをテストおよびロードします。データ セットを読み取れたことを示す
確認メッセージが表示され、データの最初のセットが表示されます。

データ セットを使用するステップを選択します。

［XLS ファイルを開く］をクリックすると、Excel スプレッドシートを開いて編集できます。

TIP

Excel スプレッドシートには計算式を含めないでください。

NOTE
Excel ファイル データ セットおよび Excel DTO データ セットでは、Excel 2007 以降のスプレッドシートを使
用できます。Excel DTO データ セットは、現在も XLS 形式を使用して作成されています。

Excel ファイルからの DTO の読み取りデータ セット
Excel ファイルからの DTO の読み取りデータ セットでは、テスト ステップで Java データ転送オブジェクト（DTO）を
パラメータ化できます。データ セットは、Excel スプレッドシートを使用してこれらのパラメータのデータ値を指定する
簡単な方法を提供します。

Excel ファイルからの DTO の読み取りデータ セットは、DTO のプロパティに値を割り当て、オブジェクトをプロパ
ティに格納します。DTO がパラメータとして必要な場合は、いつでもこのプロパティを使用できます。データ セット
内のデータには、数値または文字列のような単純なデータ型、あるいは DTO、配列、およびコレクションなどの複雑
なデータ型を使用できます。Excel で表されるデータは、必要に応じて適切なデータ型に自動的に変換されます。この
データ セットを使用する場合の複雑な点は、最初の Excel スプレッドシート作成です。幸い、この作成は完了していま
す。DTO のパッケージ名に応じて、オブジェクトを表す 1 つ以上の Excel シートを使用してテンプレートが作成されま
す。プリミティブ、文字列、プリミティブの配列、および単純な個別の DTO の配列などのデータ型は、単一のシート
で表すことができます。オブジェクトの配列などのより複雑なデータ型は、完全な DTO を表すためにより多くの Excel
シートを必要とします。

多くの場合、Web サービス エンドポイントは複雑な DTO を想定しています。Excel データ セットは、Web サービスへ
のパラメータとして使用するオブジェクトの作成を容易にします。Web サービスが最初に参照されると、WSDL の名前
および URL が与えられます。com.lisa.wsgen.SERVICENAME.OBJECTNAME 形式の Java DTO クラスが自動的に生
成され、クラスパスで使用可能になります。DTO クラス ブラウザで生成されたクラスを参照し、Excel ファイルを生成
して、テンプレートに簡単に記入することができます。以下の例を参照してください。

データ セットの作成は 2 段階のプロセスです。まず、 に Excel でテンプレートを作成させます。次に、Excel スプレッ
ドシートを開き、作成されたすべてのシート内のデータ フィールドに入力します。
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テンプレートを作成する方法

1. データ セット エディタで以下のパラメータを入力します。
– 名前
データ セットの名前。この名前は、現在の DTO オブジェクトを格納するために使用されるプロパティになりま
す。

– ローカルデータ セットがグローバルまたはローカルのいずれであるかを指定します。デフォルトは［グローバ
ル］です。ローカル データ セットは、各シミュレータに対して 1 つ作成されます。グローバル データ セットは 1
回作成され、すべてのシミュレータによって共有されます。

– ランダム現在のレコードの次のレコード（シーケンシャル アクセス）が読み取られるか、またはランダムなレ
コードが読み取られるかを指定します。シーケンシャル読み取りがデフォルトです。

– 取得する最大レコード数ランダム アクセスの場合に取得するレコード数の上限です。［ランダム］チェック ボッ
クスがオンになっていない場合、このテキスト フィールドは無効です。

– データが終了した場合データ セットの終了に対応するアクションを選択します。データ セットの最初からもう一
度値を読み取るか、または実行するステップを選択できます。

– ファイル
完全修飾パス名、または参照プルダウン メニューを使用して Excel ファイルを参照します。

– DTO クラス名
完全なパッケージ名、または DTO オブジェクトを参照します。クラス ファイルは、テスト マネージャ上にある
必要があります。クラスは、hotDeploy ディレクトリにコピーしてテスト マネージャ上に配置します。
［詳細設定］では、以下を指定できます。

– フラット化された子プロパティ表記を生成中に使用する
Excel DTO データ セットの生成中に、フラット化された子プロパティの上書きを選択します。オフにした場合、
子プロパティは固有のワークシートによる参照として生成されます。

– フラット化されたプロパティに対して新しい空のセルのセマンティックを使用する
フラット化されたプロパティに対する空のセルのセマンティックとは、DTO スプレッドシートで空のセルが解釈
される方法を意味します。たとえば、フラット化されたプロパティ

{ "prop1.subprop1", "prop1.subprop2" }

subprop1 および subprop2 の両方に空のセル値がある場合、新しいセマンティックでは「prop1」への参照は
NULL に設定されます。古いセマンティックでは、prop1 は NULL ではありませんが、subprop1 および subprop2
への参照は両方とも NULL です。新しいセマンティックはデフォルトで使用されます。これは特に、Nil 不可型を
使用する WSDL による Web サービスでは使用される必要があります。Nil 不可型の場合に使用しないと、DTO ス
プレッドシートを読み取るときに自動的に作成されるプロパティが含まれているので、中間の NULL でない参照
が、スキーマに従って無効な XML を作成する場合があります（セル値が空であるため）。

2. ［テンプレートの生成］をクリックします。 がテンプレートを作成し、システム メッセージによって、ファイルが
いつ作成されたかがレポートされます。

3. ［XLS ファイルを開く］をクリックします。
スプレッドシートには、オブジェクトを構築するために必要なものがすべて含まれます。次のセクションでは、デー
タを追加する方法について説明します。

4. XLS ファイルを閉じます。
5. ［テスト アンド キープ］をクリックして、データをテストおよびロードします。データ セットを読み取れたことを
示す確認ウィンドウが表示され、データの最初のセットが表示されます。

Excel スプレッドシートの作成

説明をわかりやすくするため、実際の DTO オブジェクト com.itko.example.dto.Customer を使用します。このクラスは 
のサンプルに含まれており、［参照］をクリックしてテスト マネージャ を参照すると見つけることができます。
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Customer DTO には以下のプロパティがあります。

プロパティ名 タイプ
balance Double
ID int
名前 String
poAddr アドレス
since 日付
types int[]
locations Address[]

Address DTO には以下のプロパティがあります。

プロパティ名 タイプ
city String
line1 String
line2 String
状態 String
zip String

最初の 6 つの Customer DTO プロパティが 1 つの Excel スプレッドシートに表示されます。ただし、locations プロパ
ティ（Address オブジェクトの配列）は別の Excel スプレッドシートを必要とします。

は 1 番目のスプレッドシートの上部に、DTO 仕様（Customer）および現在の DTO オブジェクト（Customer）をリス
トします。使用可能な場合、スプレッドシートには Java ドキュメントの場所がリストされます。以下の図は、プロパ
ティ名を指定する行に続けてデータ型を指定する行があるデータ シートを示しています。1 番目のフィールド（列）
は、DTO プロパティではなく特別なフィールド（プライマリ キー）で、各行に対する一意の値を保持します。

データ シートには、以下の項目があります。
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• 行にはそれぞれ、単一の Customer DTO のデータが含まれます。
• 型が Address の poAddr プロパティは、「フラット化」されています。また、そのプロパティがこのシートにリスト
されています。これらのプロパティは、先頭に poAddr が付けられ、それに続いてアドレス オブジェクトのプロパ
ティ名が付けられます（例： poAddr.city）。

• 型が date の since プロパティには、現在の日付が事前に入力されます。このエントリは、mm/dd/yyyy の所定の日付
形式で表示されます。日付はすべて、Excel テンプレートではこの形式であることが必要です。

• 型が int[] の types プロパティは、カンマ区切りリストとして配列エレメントを含めることができる単一のセルです。
このリストは、プリミティブまたは文字列の配列にのみ使用できます。

型が Address[] の location プロパティは、このシートに表示されません。location プロパティは、オブジェクトの配列で
あるため、Excel ファイルの 2 番目のシートに表示されます。このシートには、各行に Address オブジェクトのデータ
が含まれます。このシートには、「Primary Key」と「reference the containing DTO」という 2 つの特別なフィールドが
あり、後者は、このシート内の行をプライマリ シート内の行にリンクするために使用されます。

各 Customer オブジェクトに複数の場所があるため、locations シート内の複数の行が、Customer シートの単一の行で指
定されたオブジェクトに属します。これは、親 Customer オブジェクトのプライマリ キーを Customer に属する各場所
の「reference the containing DTO」フィールドにリストすることにより、2 番目のシートに明示されます。これは、デー
タベースのプライマリ/外部キーの関係と似ています。
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スプレッドシートを保存し、 で［テスト アンド キープ］をクリックすると、メッセージに 1 番目の Customer DTO が
表示されます。

DTO の複雑さに応じて、Excel ワークブックにさらに複数の Excel シートがあります。ただし、そのプロセスは上記の
例と同じです。

プロパティとしてこの Customer DTO を使用する方法については、「テスト ステップ」の Java オブジェクトのテスト
についてのセクションを参照してください。

一意コード ジェネレータ データ セット
一意コード ジェネレータ データ セットは、 がそれをコールするたびに、一意のトークン（またはコード）を提供しま
す。トークンは数値または英数字で、それにユーザ定義のプレフィックスを先頭に付けることができます。一意コード
ジェネレータは、通常、新しいユーザ、アカウントなどを作成するためにテストで使用されます。このジェネレータを使
用することで、生成されたトークンまたはコードに、システム内の既存の値が使用されていないことを保証します。

以下のフィールドに入力します。
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• 名前データ セットの名前を入力します。
• ローカルデータ セットがグローバルまたはローカルのいずれであるかを指定します。デフォルトは［グローバル］で
す。ローカル データ セットは、各シミュレータに対して 1 つ作成されます。グローバル データ セットは 1 回作成さ
れ、すべてのシミュレータによって共有されます。

• ランダム現在のレコードの次のレコード（シーケンシャル アクセス）が読み取られるか、またはランダムなレコード
が読み取られるかを指定します。シーケンシャル読み取りがデフォルトです。

• 取得する最大レコード数ランダム アクセスの場合に取得するレコード数の上限です。［ランダム］チェック ボックス
がオンになっていない場合、このテキスト フィールドは無効です。

• データが終了した場合データ セットの終了に対応するアクションを選択します。データ セットの最初からもう一度値
を読み取るか、または実行するステップを選択できます。

• タイプ
返されるトークンのタイプ。数値または英数字です。

• プレフィックス（オプション）
先頭に付けられるプレフィックス（オプション）。

［テスト アンド キープ］をクリックして、データをテストおよびロードします。データ セットが読み取り可能であるこ
とを確認するダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスには、データの最初のセットが表示されま
す。

このデータ セットは常にトークンを返します。データ セット エディタの［データが終了した場合］セクションは、この
データ セット タイプの場合、意味を持ちません。

ランダム コード ジェネレータ データ セット
ランダム コード ジェネレータ データ セットは、テスト ケースで使用される数値または英数字データをランダムに生成
します。このデータ セットは一意コード ジェネレータのデータ セットに似ていますが、結果の長さをユーザが設定する
ことができます。このデータ セットは、電話番号や社会保障番号など、特定のタイプの一意の値を作成するために使用
できます。

以下のフィールドに入力します。

• 名前
データ セットの名前を入力します。

• ローカル
データセットをグローバルまたはローカルに指定します。デフォルトは［グローバル］です。ローカル データ セット
は、各シミュレータに対して 1 つ作成されます。グローバル データ セットは 1 回作成され、すべてのシミュレータ
によって共有されます。

• ランダム
現在のレコードの次のレコード（シーケンシャル アクセス）が読み取られるか、またはランダムなレコードが読み取
られるか。シーケンシャル読み取りがデフォルトです。

• 取得する最大レコード
ランダム アクセスの場合に取得するレコード数の上限。［ランダム］チェック ボックスがオンになっていない場合、
このテキスト フィールドは無効です。

• データが終了した場合
データ セットの終了に対応するアクションを選択します。データ セットの最初からもう一度値を読み取るか、または
実行するステップを選択できます。

• プレフィックス（オプション）
生成されたデータにプレフィックスを追加します。このフィールドはオプションです。

• タイプ
このフィールドでは、英数字または数値タイプのいずれかのデータ セットの生成を許可します。

• 長さ
このフィールドは、生成されるランダム データの長さをここで設定された値に制限します。
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［テスト アンド キープ］をクリックして、データをテストおよびロードします。データ セットを読み取れたことを示す
確認メッセージが表示され、データの最初のセットが表示されます。

メッセージ/相関 ID ジェネレータ データ セット
メッセージ/相関 ID ジェネレータ データ セットは、メッセージング専用の一意コード ジェネレータです。このデー
タ セットは、24 バイトの一意のコードを生成します。このデータ セットは IBM MQ シリーズの相関 ID 専用に設計
されていますが、任意の JMS プロバイダに対しても使用できます。このデータ セットは、2 つの特別なプロパティ
（lisa.jms.correlation.id および lisa.mq.correlation.id）を作成または更新します。メッセージング ステップはこれら
のプロパティを認識し、メッセージ相関 ID を適切に設定します。

以下のフィールドに入力します。

• 名前データ セットの名前を入力します。
• ローカルデータ セットがグローバルまたはローカルのいずれであるかを指定します。デフォルトは［グローバル］で
す。ローカル データ セットは、各シミュレータに対して 1 つ作成されます。グローバル データ セットは 1 回作成さ
れ、すべてのシミュレータによって共有されます。

• ランダム現在のレコードの次のレコード（シーケンシャル アクセス）が読み取られるか、またはランダムなレコード
が読み取られるかを指定します。シーケンシャル読み取りがデフォルトです。

• 取得する最大レコード数ランダム アクセスの場合に取得するレコード数の上限です。［ランダム］チェック ボックス
がオンになっていない場合、このテキスト フィールドは無効です。

• データが終了した場合データ セットの終了に対応するアクションを選択します。データ セットの最初からもう一度値
を読み取るか、または実行するステップを選択できます。

• 設定するプロパティ
設定する  プロパティ。デフォルトは lisa.jms.correlation.id です。

ファイル名セットのロード データ セット
ファイル名セットのロード データ セットは、ファイル システムから、フィルタされたファイル名のセットに基づいてプ
ロパティに値を割り当てます。

ファイル名のセットには、特定のディレクトリ内のすべてのファイル、または「ファイル パターン」でフィルタされた
セットが含まれます。別のオプションにより、セットにサブディレクトリを再帰的に含めることができます。ファイル
は、大文字と小文字を区別し、アルファベット順、上位のディレクトリからサブディレクトリの順に（深さを優先して）
返されます。このデータ セットが使用されるごとに、データ セットの次のファイル名（フル パス名）が返されます。こ
のファイル名は、データ セットと同じ名前のプロパティに格納されます。

以下のフィールドに入力します。

• 名前データ セットの名前を入力します。
• ローカルデータ セットがグローバルまたはローカルのいずれであるかを指定します。デフォルトは［グローバル］で
す。ローカル データ セットは、各シミュレータに対して 1 つ作成されます。グローバル データ セットは 1 回作成さ
れ、すべてのシミュレータによって共有されます。

• ランダム現在のレコードの次のレコード（シーケンシャル アクセス）が読み取られるか、またはランダムなレコード
が読み取られるかを指定します。シーケンシャル読み取りがデフォルトです。

• 取得する最大レコード数ランダム アクセスの場合に取得するレコード数の上限です。［ランダム］チェック ボックス
がオンになっていない場合、このテキスト フィールドは無効です。

• データが終了した場合データ セットの終了に対応するアクションを選択します。データ セットの最初からもう一度値
を読み取るか、または実行するステップを選択できます。

• ディレクトリの場所
スキャンするディレクトリのフル パス名、または、［参照］ボタンを使用して参照できます。

• ファイル パターン
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フィルタ パターン文字列。必要に応じて、ワイルドカードとしてアスタリスク（*）を使用します。
• サブディレクトリからのファイルを含める
サブディレクトリ内のファイルをリストする場合、このオプションを選択します。

［テスト アンド キープ］をクリックして、データをテストおよびロードします。データ セットを読み取れたことを示す
確認ダイアログ ボックスが表示され、データの最初のセットが表示されます。

NOTE
大量のデータの場合、予測より長くかかることがあります。操作を停止するには、［キャンセル］ボタンを使
用します。

XML データ セット
のその他のデータ セットと同様に、XML データ セットでは、ユーザ指定のコンテンツを個別のレコードに追加できま
す。ただし、XML データ セットは XML コンテンツの処理に特化しています。 
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設計時には、［テスト アンド キープ］のクリックにより、XML データ セットの最初のレコードがテスト状態のプロパ
ティの値に入力されます。プロパティ名はデータ セットの名前と同じです。たとえば、データ セットが DataSet1 とい
う名前である場合、テスト ケースに入力されるプロパティは「{{DataSet1}}」です。実行時に、すべてのレコードへの
シーケンシャルなアクセスにより、データ駆動型テスト ケースを作成できます。

［基本設定］タブ

• 名前
このデータ セットの名前。この値は、テスト ステップでプロパティの名前として使用されます。たとえ
ば、DataSet1 という名前の XML データ セットは、{{DataSet1}} プロパティに入力されます。

• ローカルデータ セットがグローバルまたはローカルのいずれであるかを指定します。デフォルトは［グローバル］で
す。ローカル データ セットは、各シミュレータに対して 1 つ作成されます。グローバル データ セットは 1 回作成さ
れ、すべてのシミュレータによって共有されます。

• ランダム現在のレコードの次のレコード（シーケンシャル アクセス）が読み取られるか、またはランダムなレコード
が読み取られるかを指定します。シーケンシャル読み取りがデフォルトです。

• 取得する最大レコード数ランダム アクセスの場合に取得するレコード数の上限です。［ランダム］チェック ボックス
がオンになっていない場合、このテキスト フィールドは無効です。

• データが終了した場合データ セットの終了に対応するアクションを選択します。データ セットの最初からもう一度値
を読み取るか、または実行するステップを選択できます。

• テスト アンド キープ
設計時に、テスト状態でデータ セットと関連付けられるプロパティに、最初のレコードの値を入力します。

［詳細設定］タブ

• ディレクトリ パス
この読み取り専用値は、レコードが保存されるファイル システムのディレクトリを表します。レコードとディ
レクトリ パス内のファイルとのマッピングは、1 対 1 のマッピングです。XML データ セットがプロジェクト
内で作成されている場合、ディレクトリ パスの先頭は、「{{LISA_PROJ_ROOT}}/Data/datasets/xml/」または
「{{LISA_RELATIVE_PROJ_ROOT}}/Data/datasets/xml/」になります。プロジェクトが使用されない場合、ディレク
トリ パスの先頭は「{{LISA_HOME}}/datasets/xml/」になります。
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レコード編集パネル

アクション ボタン

• 最初
XML データ セットの最初のレコードに移動します。

• 前へ
前のレコードに移動します。

• 次へ
次のレコードに移動します。

• 最後
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最後のレコードに移動します。
• 新規
レコードを作成します。

• コピー
データ セットの最後に現在のレコードのコピーを作成し、そのレコードに移動します。

• 削除
現材のレコードを削除します。

• 保存
保留中のすべての変更を保存します。

• 元に戻す
保留中のすべての変更を元に戻します。

レコード番号セレクタ

• レコード X / X
特定のレコードにジャンプするには、レコード番号を入力します。
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［ビジュアル XML］タブ

ビジュアル XML エディタ

［ノード］および［値］列にマウス カーソルを置くと、ツールヒントが表示されます。テーブル内の値が長すぎて完全
に表示できない場合、ツールヒントが役立ちます。
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［RAW XML］タブ

このタブには、レコードに含まれる XML の RAW テキスト ビューが含まれます。

左の境界をダブルクリックすると、エディタの上部のツールバー、行番号バー、および下部の編集情報バーの表示/非表
示が切り替わります。

スクリプト データセット
このデータ セット内のスクリプトは、データ セットに新規レコードがあるかどうかクエリが行われるたびに（たとえ
ば、テスト ケースがループするたびに）呼び出されます。スクリプトは、データの 1 つの "行" を表すマップを返す必要
があります。

NULL が返される場合、それはデータ セットが完了したことを示します。

スクリプト内からすべての TestExec プロパティを参照することができます。

以下のフィールドに入力します。
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• 名前
データ セットの名前を入力します。

• ローカル
データセットをグローバルまたはローカルに指定します。デフォルトは［グローバル］です。ローカル データ セット
は、各シミュレータに対して 1 つ作成されます。グローバル データ セットは 1 回作成され、すべてのシミュレータ
によって共有されます。

• ランダム
現在のレコードの次のレコード（シーケンシャル アクセス）が読み取られるか、またはランダムなレコードが読み取
られるか。シーケンシャル読み取りがデフォルトです。

• 取得する最大レコード
ランダム アクセスの場合に取得するレコード数の上限。［ランダム］チェック ボックスがオンになっていない場合、
このテキスト フィールドは無効です。

• データが終了した場合
データ セットの終了に対応するアクションを選択します。データ セットの最初からもう一度値を読み取るか、または
実行するステップを選択できます。

• 言語
以下から選択します。
– Beanshell
– Groovy
– JavaScript
– 速度

• プロパティをコピーする範囲
データ セットで使用するためにダウンロードするプロパティを指定できます。
値:
– テストおよびシステム プロパティ： テスト ケースおよびシステムのすべてのプロパティ
– テスト プロパティ： テスト ケースに関する情報を提供するプロパティ
– ヘルパーのみ： TestExec およびロガー プロパティのみ
デフォルト： テストおよびシステム プロパティ

追加のスクリプト言語を使用するには、「追加のスクリプト言語の有効化」を参照してください。

左側のスクリプト エディタへスクリプトを入力します。

スクリプト エディタで利用可能なオブジェクトはすべて右側の［利用可能なオブジェクト］パネルに表示されます。リ
ストには、データのプリミティブ型（文字列および数値）と、テスト ケースで実行された EJB 応答オブジェクトなどの
オブジェクトが含まれます。［利用可能なオブジェクト］テーブル内のエントリをダブルクリックすると、その変数名が
エディタ領域に貼り付けられます。

スクリプト実行の結果または発生したエラーの説明が表示されるウィンドウを開くには、［テスト アンド キープ］をク
リックします。

テスト ケースを保存すると、スクリプトに構文エラーがないかどうか確認が行われます。

スクリプトの例については、 で examples プロジェクトを参照してください。

イベントの説明
####は、発生したアクションに関するメッセージです。
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以下の表では、標準のイベントについて説明します。

イベント名 説明 概要 詳細
中止 このイベントは、「完了できな

い」状態のテストを終了させま
す。これは、失敗タイプの終了
イベントです。

イベントのアボート  

アサートの評価 埋め込み以外のアサーションが
起動しない場合、このイベント
が生成されます。これらのイベ
ントは、結果を実行しなかった
アサーションです。

アサーションの名前  

アサーションの起動 埋め込み以外のアサーションが
起動された場合、このイベント
が生成されます。起動は、それ
が ture で、その結果に従うこと
を意味します。

アサーションの名前 アサーションのログ メッセー
ジ、またはログ メッセージの
セットがない場合には  が生成
したメッセージ

コールの生成 Web サービスまたは EJB など
のオブジェクト コールを実行す
るステップは、オブジェクトに
対する各コールをレポートする
ためにこのイベントを使用しま
す。

ステップの名前 文字列としてのコー
ル（たとえば void
setName( java.lang.String
name[Basic Checking] )）

コール結果 Web サービスまたは EJB など
のオブジェクト コールを実行す
るステップは、コールから取得
した応答をレポートするために
このイベントを使用します。

ステップの名前 文字列としてのコールの応答。
応答がオブジェクトの場合、オ
ブジェクトの XML ビューが表
示されます。

負荷テスト用に設定  負荷テスト用に設定 テスト ランは負荷テストとして
設定されています。個別のイベ
ントの選択は無効になっていま
す。

コーディネータの終了 コーディネータが削除されまし
た。

コーディネータ サーバの名前  

コーディネータ サーバの終了 コーディネータ サーバが終了さ
れました。

コーディネータ サーバの名前  

コーディネータ サーバの開始 コーディネータ サーバが作成さ
れました。

コーディネータ サーバの名前  

コーディネータの開始 新しいコーディネータが作成さ
れました。

コーディネータ サーバの名前  

サイクルの正常終了 テストの実行は成功した状態で
完了しました。

テスト ケースの名前  

サイクル終了 インスタンスは、テストを停止
するように指示されました。

  

サイクルの失敗 テストの実行が失敗しました。
テスト ケースでは例外は発生
していません。ただし、テスト
ケースまたはテスト中のシステ
ムのいずれかのロジック エラー
により、テスト ケースが予期さ
れたとおりに完了しませんでし
た。

テスト ケースの名前  
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サイクル履歴 実行されるすべてのモデルは、
これらのイベントの 1 つを生成
します。これは、その実行のす
べての詳細の最後のトレースで
す。

サイクルの履歴  

サイクルの初期化 テストが初期化（ロード）され
ました。

テスト ケースの名前  

サイクル ランタイム エラー 異常な  エラーが発生しまし
た。たとえば、テストの実行
中に、コーディネータがシミュ
レータへの接続を失った場合な
どです。

場合によって異なる。通常、エ
ラーが発生したテスト エレメン
ト（ステップ、データ セット、
またはフィルタ）の名前

通常、エラーについて説明する
メッセージ

サイクルの開始 このテスト インスタンスおよび
サイクルはたった今開始されま
した。

テスト ケースの名前  

データ セットの読み取り データ セットは、使用される値
を示すイベントを生成します。

データ セットの読み取り  

HTTP パフォーマンス パフォーマンス統計をキャプチ
ャするために、 が実行するすべ
ての HTTP トランザクションに
対してこのイベントが生成され
ます。

HTTP パフォーマンス統計  

情報メッセージ 基本的なログ データ。たとえ
ば、HTTP/HTML 要求ステッ
プは、Short フィールド（ス
テップ名）と Long フィールド
（サーバに送信される URL）と
一緒にこのメッセージを送信し
ます。

通常、このメッセージが生成さ
れたステップの名前

通常では、 が生成したメッセー
ジ

インスタンスの終了 シミュレータのインスタンスが
終了したときに送信されます。

シミュレータの名前  

インスタンスの開始 シミュレータがインスタンスを
作成したときに送信されます。

シミュレータの名前  

ログ メッセージ 基本的なログ データ。イベント
をフィルタする場合にオーバー
ヘッドを最小化するためにオフ
にできます。

ログに送信されたメッセージ  

メトリック アラート メトリックは収集されており、
その値をレポートしています。

メトリックの短い名前（たとえ
ば、： 平均応答時間）

収集されたメトリックの値

メトリックの開始 収集されるメトリックは、それ
らのイベントの値をリアルタイ
ムで生成します。

メトリックの開始  

メトリック値 収集されるメトリックは、それ
らのイベントの値をリアルタイ
ムで生成します。

メトリック値  

モデル定義エラー テストの実行中にテスト ケース
エラーが検出されました。たと
えば、名前が存在しないプロパ
ティで構成されている場合など
です。

場合によって異なる。通常、エ
ラーが発生したテスト エレメン
ト（ステップ、データ セット、
またはフィルタ）の名前

通常、エラーについて説明する
メッセージ
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Pathfinder テスト中のシステムで  統合が
有効になりました。このイベン
トには、キャプチャされた  統
合 XML データが含まれます。

ステップの名前 キャプチャされた  統合データ
の XML 表現

プロパティの削除 プロパティが削除されました。 プロパティ キー 「<削除済み>」という単語
プロパティの設定 プロパティが設定されました。 プロパティ キー プロパティ値
シミュレータの終了 シミュレータが終了したときに

送信されます。
シミュレータの名前  

シミュレータの開始 シミュレータが開始されたとき
に送信されます。

シミュレータの名前  

ステップ帯域幅の消費 ある程度の量のデータがテスト
中のシステムのステップ実行に
対して送受信されました。

ステップの名前 実際の読み取り/受信バイト数

ステップ エラー テスト中のシステムでエ
ラーが発生しました。たとえ
ば、Web サーバから応答がな
かった場合などです。このイ
ベントは単一のステップ用で
す。EVENT_TESTFAILED はテ
スト ケース全体を示します。

ステップの名前 失敗の原因の特定に役立つメッ
セージ（使用可能な場合）

ステップ履歴 すべてのステップの
詳細には、タイプ
com.itko.lisa.test.NodeExecHistory
の起動する履歴イベントがあり
ます。

ステップ履歴  

ステップ要求 このイベントをサポートするス
テップは、テスト中のシステム
に対して要求が送信されたこと
をレポートするためにこのイベ
ントを使用します。

ステップの名前 文字列としての要求データ

ステップ要求帯域幅    
ステップ応答 ステップがテスト中のシステム

に対して完了しました。
ステップの名前 文字列としての応答データ

ステップ応答帯域幅    
ステップ応答時間 ステップをテスト中のシステム

に対して実行するためにかかっ
た時間。

ステップの名前 ステップを実行するための時間
（ミリ秒）

ステップの開始 ステップが実行されています。 ステップの名前  
ステップ ターゲット すべてのステップにはターゲッ

ト（Web 要求の URL や EJB の
JNDI 名など）があります。

  

ステップ警告 警告が記録されました。たとえ
ば、現在値が見つからなかった
ためにフィルタがデフォルト値
を取得した場合などです。

ステップ警告  

サブプロセスの完了 サブプロセスの実行が完了しま
した。

  

サブプロセスの実行 サブプロセスが開始されました
。
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スイートの中止 セットアップ テスト（スイー
ト ドキュメントで定義）が失敗
した場合、スイートはスイート
で定義されているテストを実行
しません。このイベントは、こ
の状況が発生したことを示しま
す。

スイートの名前  

スイートの終了 スイートの一部として実行され
るテストがすべて完了しました
。

スイートの名前  

スイート履歴 実行されるすべてのスイート
は、これらのイベントの 1 つを
生成します。これは、その実行
のすべての詳細の最後のトレー
スです。

スイートの履歴  

スイートのセットアップ/後処理 スイートにセットアップまたは
後処理テストが定義されており
、そのテストの実行が開始され
ました。

スイートの名前 テストの名前、テストのパス、
およびその他の情報

スイートの開始 スイートが実行のためにステー
ジングされています。

スイートの名前  

スイート テストの失敗 スイートの一部として実行され
るテストが失敗して終了しまし
た。

スイートの名前  

スイート テストの正常終了 スイートの一部として実行され
るテストが正常に終了しました
。

スイートの名前  

スイート テストのステージング テストがスイートの一部として
実行されるためにステージング
されました。

スイートの名前 テストの名前、テストのパス、
およびその他の情報

テストの終了 コーディネータがテストを停止
するときに送信されます。

テスト ケースの名前  

テスト非アクティブ スイート内のテストが非アクテ
ィブとしてマークされています
。

テストが非アクティブのイベン
ト

 

テストの開始 コーディネータがテストを開始
するときに送信されます。

テスト ケースの名前  

VS ログ メッセージ VSE 内部ログ VS ログ メッセージ  
VS トランザクションの一致な
し

仮想サービスで、少なくとも 1
つの記録された応答にトランザ
クション要求が一致しませんで
した。

VS トランザクションの一致な
し

 

VS サービスの終了 仮想サービスが停止されました
。

VS サービスの停止  

VS サービスの開始 仮想サービスが開始されました
。

VS サービスの開始  

VS トランザクションの完了 仮想サービスがトランザクショ
ン要求の処理を完了しました。

  

VS トランザクションの一致 仮想サービスで、少なくとも 1
つの記録された応答にトランザ
クション要求が一致しました。

VS トランザクションの一致  
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VSE サーバのリセット サーバのサービス リセット要求
が行われました。

VSE サーバのリセット  

VSE サーバのシャットダウン 仮想サービス環境のシャット ダ
ウンが要求されました。

VSE サーバのシャットダウン  

VSE サーバの停止 サーバのサービス停止要求が行
われました。

VSE サーバの停止  

フィルタの説明
####は、ステップの前後に実行されるエレメントです。

このセクションでは、以下のフィルタについて説明します。

正規表現は、複数のフィルタで比較を行うために使用されます。正規表現の詳細については、「正規表現」を参照してく
ださい。

ユーティリティ フィルタ
以下のフィルタは、任意のテスト ステップのユーティリティ フィルタのリストで使用できます。

関連値に基づくプロパティの作成
［関連値に基づくプロパティの作成］フィルタでは、テキスト コンテンツを読み取り、それを  プロパティに格納される
情報に絞り込むことができます。このフィルタはテキストに対して、またテキストとして扱われる XML や HTML に対し
て使用できます。このフィルタでは、「画面のペイント」技術を使用します。

「画面のペイント」は、HTML のどの部分をプロパティとして解析するかを定義する優れた柔軟性をもたらします。以下
のいずれかの方法でテキストをマークします。

• 応答にそのまま表示される必要があるテキスト： 保持テキスト ブロック。
• 応答にそのまま表示される必要のないテキスト： 変更可能テキスト ブロック。
• プロパティに格納されているテキスト： プロパティ一致ブロック。

テキストは、エディタの下部のアイコンを使用してマークされます。

以下の例の目的は、特定のファイルのサイズをプロパティに格納することです。

テキストはエディタ アイコンを使用してマークします。テキストを選択して、適切なアイコンをクリックします。

• 黄色の背景色は、そのまま表示される必要があるテキストを表しています。これは保持テキスト ブロックであり、保
持テキスト アイコン
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を使用してマークされます。
• 赤の背景色は、ダイアログ ボックスに入力されたプロパティに格納されているテキス
トを表しています。これはプロパティ一致ブロックであり、プロパティ一致アイコン

を使用してマークされます。

NOTE
プロパティ一致ブロックは保持テキスト ブロックによって常に囲まれている必要があります。

この画面は、テキスト バッファの内容を表しています。この目的は、_misc-reporting.jar ファイルのサイズを解析するこ
とです。ファイル サイズは、_misc-reporting.jar の後に表示されている数値です。
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ファイル サイズの周囲に境界が設定されており、保持テキスト

がクリックされています。選択された内容の内側の実際のファイル サイズ テキストが選択され、プロパティ一致

がクリックされています。

その後、プロパティ名がダイアログ ボックスに入力されています。ファイル サイズの実際の値がプロパティの名前で置
き換えられています。

このフィルタが実行されると、filesize プロパティに _misc-reporting.jar ファイルのサイズが割り当てられます。

このテキスト バッファに対してこのプロセスを繰り返して、プロパティを必要な数だけ定義することができます。

一意ではないトークンの処理

以下のエラー メッセージが表示される場合、選択したトークンは一意ではありません。選択内容が前のトークンと重複
しています。

ほとんどの場合、この問題を解決するには、別のトークンを作成して前のトークンも保持テキスト トークンにします。
この方法が有効でない場合は、2 つの重複したトークンのもう一方の保持テキスト ブロックを配置し直すことで、エ
ラーを回避します。

は 2 つの重複したトークンを相対的な場所に基づいて識別できるため、このソリューションは有効です。

ステップ応答の格納
ステップ応答の格納フィルタでは、最終応答を将来使用するためにプロパティとして保存できます。

以下のフィールドに入力します。

• フィルタ
フィルタを適用する場所。このフィルタに対するこの値を変更することはできません。

• プロパティ
最終応答を格納するプロパティの名前。

• フィルタ実行結果
フィルタの実行結果のプロパティおよび値を表示します。

• フィルタを実行
フィルタを実行するには、［フィルタを実行］ボタンをクリックします。結果は［フィルタ実行結果］セクションに
表示されます。
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最終応答（Last Response）プロパティの上書
"最終応答（Last Response）" プロパティの上書フィルタでは、最終応答の現在の値を既存のプロパティの値に置き換え
ることができます。たとえば、EJB を実行するものの、EJB に対してメソッド コールを何度か行った後に最終的に値を
受け取ると想定します。（EJB オブジェクトの代わりに）メソッド コールの結果を最終応答として使用すると、テスト
ケースが改善される場合があります。フィルタを使用してそのコールからの戻り値をプロパティとして保存し、その後こ
のフィルタでそのプロパティを使用することができます。

以下のフィールドに入力します。

• フィルタ
ステップの最終応答と見なすプロパティの名前。プロパティがプルダウン メニューにない場合は入力できます。プロ
パティは存在している必要があります。

• XML に変換
応答を有効な XML に変換する場合は、このオプションを選択します。

• フィルタ実行結果
フィルタの実行結果のプロパティおよび値を表示します。

• フィルタ
ステップの最終応答と見なすプロパティの名前。プロパティがプルダウン メニューにない場合は入力できます。プロ
パティは存在している必要があります。

ファイルへのプロパティ値の保存
ファイルへのプロパティ値の保存フィルタでは、既存のプロパティの値をファイル システム内のファイルに保存できま
す。

以下のフィールドに入力します。

• フィルタ
その値をファイルに書き込むプロパティの名前。

• 場所
値を書き込むファイルのパス名。ファイルを参照できます。場所にプロパティを使用することもできます。

• 追加モード
既存のファイルに情報を追加するには、このチェック ボックスをオンにします。

• フィルタ
ステップの最終応答と見なすプロパティの名前。プロパティがプルダウン メニューにない場合は入力できます。プロ
パティは存在している必要があります。

• フィルタを実行
フィルタを実行するには、［フィルタを実行］ボタンをクリックします。結果は［フィルタ実行結果］セクションに
表示されます。

引数文字列としてのプロパティ値の解析
引数文字列としてのプロパティ値の解析フィルタでは、特定の属性のテキストをプロパティに格納できます。このフィル
タは、フィルタされた値を情報として解析する 2 つ目のフィルタとして使用すると便利です。

以下のフィールドに入力します。

• フィルタ
解析する既存のプロパティの名前。たとえば、「lisa.deleteUser.cookies.rsp」プロパティを解析して SESSIONID
属性の値を返すには、「lisa.deleteUser.cookies.rsp」と入力します。

• IsURL
プロパティ値が URL である場合は、このチェック ボックスをオンにします。

• 属性
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取得する属性。
• プロパティ
属性のテキストを格納するプロパティの名前。

• デフォルト (見つからない場合)
属性が見つからない場合に使用するデフォルト値です。

• フィルタ実行結果
フィルタの実行結果のプロパティおよび値を表示します。

• フィルタを実行
フィルタを実行するには、［フィルタを実行］ボタンをクリックします。結果は［フィルタ実行結果］セクションに
表示されます。

キーから別のキーへのプロパティ値の保存
キーから別のキーへのプロパティ値の保存フィルタでは、通常の Java ルールが適用される参照によって、あるキーから
別のキーに値をコピーします。

このフィルタは、単なるプロパティのコピーによる BeanShell のオーバーヘッドをシンプルに最適化します。

以下のフィールドに入力します。

• フィルタ
このフィールドは、ほかのプロパティにコピーされるプロパティの内容を受け入れます。このフィールドは入力ソー
ス プロパティです。

• コピー先プロパティ
このフィールドは、入力プロパティの内容がコピーされるプロパティ名です。

• フィルタを実行
テスト ケースが完了するまで待機することなく、テスト ステップの開発中にただちにフィルタをテストできます。

• 前処理
ステップの前にフィルタを実行します。

• 後処理
ステップの後にフィルタを実行します。

タイム スタンプ フィルタ
タイム スタンプ フィルタは、プロパティに現在の時刻および日付を割り当てて、後のステップで使用できるようにする
ために使用します。

以下のフィールドに入力します。

• フィルタ
既存のステップの名前。

• 日付パターン
表示する日付パターンを選択します。

• オフセット
現在の日付を基準にして、適切な（将来または過去の）日付にオフセットするために使用します。

• 前処理
選択すると、ステップを実行する前にタイム スタンプを生成します。

• 前処理用プロパティ
前処理のタイム スタンプを格納するプロパティ。

• 後処理
選択すると、ステップを実行した後にタイム スタンプを生成します。

• 後処理用プロパティ
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後処理のタイム スタンプを格納するプロパティ。
• フィルタ実行結果
フィルタの実行結果のプロパティおよび値を表示します。

• フィルタを実行
フィルタを実行するには、［フィルタを実行］ボタンをクリックします。結果は［フィルタ実行結果］セクションに
表示されます。

データベース フィルタ
以下のフィルタは、任意のテスト ステップのデータベース フィルタのリストで使用できます。

JDBC 結果セットから値を抽出
JDBC 結果セットから値を抽出フィルタでは、特定の JDBC 結果セット値のテキストをプロパティに格納できます。こ
のフィルタは、フィルタ リストから手動で作成するか、または結果セット応答に対して組み込みのフィルタ コマンドを
使用して作成できます。

フィルタを手動で作成する方法

以下のフィールドに入力します。

• フィルタ
ステップの最終応答と見なすプロパティの名前。プロパティがプルダウン メニューにない場合は入力できます。プロ
パティは存在している必要があります。

• 列（1 以上の整数または名前）
列（フィールド）のインデックスまたは名前。

• 行 (0 以上の整数)
値を取得する行。このフィールドはゼロ ベースのインデックスです。

• プロパティ
行と列が交差する箇所のセルの値が格納されるプロパティの名前。

• フィルタ実行結果
フィルタの実行結果のプロパティおよび値を表示します。

• フィルタを実行
フィルタを実行するには、［フィルタを実行］ボタンをクリックします。結果は［フィルタ実行結果］セクションに
表示されます。

結果セット応答からフィルタを作成する方法

以下の手順に従います。

1. 結果セットが含まれるステップ応答を表示します。
2. フィルタに格納するセルの値を結果セットから選択します。
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3. 上記グラフィックの矢印で示されているフィルタを生成

をクリックします。
4. ダイアログ ボックスにプロパティ キーを入力します。

5. ［OK］をクリックします。

theLogin プロパティに値 sbellum を格納するフィルタが作成されます。

JDBC 結果セットのサイズ
JDBC 結果セットのサイズ フィルタでは、各 JDBC ベースのステップで返された結果セットが、指定した条件に一致す
るかどうかを確認できます。このフィルタは、最も一般的なデータベース エラーを自動的に処理する簡単なフィルタで
す。

このフィルタは JDBC ステップ以外のステップには影響せず、テスト ケースでグローバル フィルタとして頻繁に使用さ
れます。

以下のフィールドに入力します。

• 結果セットが警告を含む
一部のデータベースからは、結果セットに警告が返されます。使用するデータベースでこの機能がサポートされてお
り、このフィルタのエラー時ステップに対して警告を発したい場合には、このチェック ボックスをオンにします。

• 行数 >=
結果セット内の最小行数。結果セットに含まれる行の数がこの値より少ない場合、フィルタは次のステップにエラー
時ステップで指定された値を設定します。

• 行数 <_=
結果セット内の最大行数。結果セットに含まれる行の数がこの値より多い場合は、フィルタは次のステップにエラー
時ステップで指定された値を設定します。

• エラー時
このフィルタに対する条件が満たされない場合に実行するステップ。

NOTE
エラーの存在に基づいて次のステップを選択できるため、このフィルタは一般的なグローバル アサーションの
目的に適っています。

結果セットのサイズをプロパティに設定
結果セットのサイズをプロパティに設定フィルタでは、結果セットの数を指定したプロパティに格納できます。

以下のフィールドに入力します。

• フィルタ
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ステップの最終応答と見なすプロパティの名前。プロパティがプルダウン メニューにない場合は入力できます。プロ
パティは存在している必要があります。

• 行数を格納するプロパティ
行数を格納するためのユーザが指定するプロパティ名。デフォルトのプロパティ名は PROP です。

• フィルタ実行結果
フィルタの実行結果のプロパティおよび値を表示します。

• フィルタを実行
フィルタを実行するには、［フィルタを実行］ボタンをクリックします。結果は［フィルタ実行結果］セクションに
表示されます。
 

結果セット行の別の値に対する値の取得
結果セット行フィルタの［結果セット行の別の値に対する値の取得］では、特定の値を含む結果セットの列（フィール
ド）を検索できます。値が見つかった場合は、同じ行の別の列（フィールド）の値がプロパティに設定されます。

このフィルタは、フィルタ リストから手動で作成するか、または結果セット応答に対して組み込みのフィルタ コマンド
を使用して作成できます。

フィルタを手動で作成する方法

以下のフィールドに入力します。

• フィルタ
ステップの最終応答と見なすプロパティの名前。プロパティがプルダウン メニューにない場合は入力できます。プロ
パティは存在している必要があります。

• 検索テキスト（正規表現）
検索文字列。

• 検索列（1 以上の整数または名前）
検索する列のインデックスまたは名前。

• 値列（1 以上の整数または名前）
プロパティ値を抽出する列のインデックスまたは名前。

• プロパティ
値を格納するプロパティの名前。

• フィルタ実行結果
フィルタの実行結果のプロパティおよび値を表示します。

• フィルタを実行
フィルタを実行するには、［フィルタを実行］ボタンをクリックします。結果は［フィルタ実行結果］セクションに
表示されます。

結果セット応答からフィルタを作成する方法

1. 結果セットが含まれるステップ応答を表示します。
2. 結果セットから、Ctrl キーを使用して、別々の列にある 2 つの値を選択します。

 1791



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

 

 1792



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

3. ［フィル

タ］アイコンを使用して、［指定の列を、指定の値で検索し、別の列の値を取得します］フィルタを選択します。
4. ［値フィルタ用の値を生成］ダイアログ ボックスで、検索および値の列を選択または再割り当てして、プロパティ
キーを入力します。

 
5. ［OK］をクリックします。

作成されるフィルタは、前の例で手動で作成したものと同じです。

この例では、sbellum を検索し、見つかった場合は、その行の EMAIL 列の値が theEmail プロパティに設定されます。

Messaging/ESB フィルタ
以下のフィルタは、任意のテスト ステップのメッセージング/ESB フィルタのリストで使用できます。

メッセージからのペイロードとプロパティの抽出
では、［メッセージからのペイロードとプロパティの抽出］フィルタを使用して、メッセージのいくつかの内部プロパ
ティをテスト ステップ内のプロパティに自動的に抽出します。また、ペイロードをプロパティに自動的に抽出すること
も選択できます。これはメッセージからデータを迅速に取得する方法です。

さまざまなメッセージング プラットフォームによってさまざまな制限があり、実行時には警告と見なされる場合があり
ます。

プロパティ名はデフォルトで lisa.stepName.message です。また、プレフィックスを指定することもできます。ペイ
ロードの正確な名前を指定できます。

以下のフィールドに入力します。

• フィルタ
ステップの最終応答と見なすプロパティの名前。プロパティがプルダウン メニューにない場合は入力できます。プロ
パティは存在している必要があります。

• ペイロードの取得
ペイロードが必要な場合は、このオプションを選択します。

• ペイロードを保存するプロパティ キー
ペイロードとして使用するプロパティ キーを入力または選択します。

• 抽出された詳細のプレフィックス
結果内のプロパティ名に付けられるプレフィックスを入力します。

• メッセージ ID の取得
メッセージ ID を取得する場合に選択します。

• 適切な場合に相関 ID を取得
相関 ID を取得する場合に選択します。

• 追加拡張プロパティ
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追加拡張プロパティをすべて取得する場合に選択します。
• フィルタを実行
フィルタを実行するには、［フィルタを実行］ボタンをクリックします。結果は［フィルタ実行結果］セクションに
表示されます。

MQ メッセージを VSE 要求に変換
［MQ メッセージを VSE 要求に変換］フィルタは、VSE レコーダから自動的に追加されます。このフィルタは、レコー
ディングを適切に機能させるという目的に役立ちますが、慎重に使用する必要があります。このフィルタが VSE モデル
のステップに追加されている場合は、それを削除したり、編集したりしないでください。

以下のフィールドに入力します。

• フィルタ
ステップの最終応答と見なすプロパティの名前。プロパティがプルダウン メニューにない場合は入力できます。プロ
パティは存在している必要があります。

• オブジェクト フォーム
オブジェクト フォームを取得する場合に選択します。

• 相関 ID の追跡
相関 ID を追跡する場合に選択します。

• メッセージ ID の追跡
メッセージ ID を追跡する場合に選択します。

• トランザクション トラッキング タイプ
［シーケンシャル］、［相関 ID］、［メッセージ ID］、または［メッセージ ID と相関 ID］から、適切なトラッキン
グ タイプを選択します。

• フィルタを実行
フィルタを実行するには、［フィルタを実行］ボタンをクリックします。結果は［フィルタ実行結果］セクションに
表示されます。

JMS メッセージを VSE 要求に変換
［JMS メッセージを VSE 要求に変換］フィルタは、VSE レコーダから自動的に追加されます。このフィルタは、レ
コーディングを適切に機能させるという目的に役立ちますが、慎重に使用する必要があります。このフィルタが VSE モ
デルのステップに追加されている場合は、それを削除したり、編集したりしないでください。

以下のフィールドに入力します。

• フィルタ
ステップの最終応答と見なすプロパティの名前。プロパティがプルダウン メニューにない場合は入力できます。プロ
パティは存在している必要があります。

• オブジェクト フォーム
オブジェクト フォームを取得する場合に選択します。

• 相関 ID の追跡
相関 ID を追跡する場合に選択します。

• メッセージ ID の追跡
メッセージ ID を追跡する場合に選択します。

• トランザクション トラッキング タイプ
［シーケンシャル］、［相関 ID］、［メッセージ ID］、または［メッセージ ID と相関 ID］から、適切なトラッキン
グ タイプを選択します。

• フィルタを実行
フィルタを実行するには、［フィルタを実行］ボタンをクリックします。結果は［フィルタ実行結果］セクションに
表示されます。
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HTTP/HTML フィルタ
以下のフィルタは、任意のテスト ステップの HTTP/HTML フィルタのリストで使用できます。

 

HTML テーブル行からの結果セットの作成
HTML テーブル行からの結果セットの作成フィルタでは、応答によって返される HTML テーブルから結果セット（JDBC
結果セットなど）を作成できます。HTML テーブルの列および行を選択し、これらから結果セットを作成することができ
ます。その後、結果セットを使用して、データベース ステップの場合とまったく同じ方法でアサーションを生成するこ
とができます。

このフィルタは、フィルタ リストから選択してパラメータを定義することで作成できます。ただし、HTTP/HTML 要求
ステップのフィルタ コマンドのいずれかを使用して HTTP/HTML 要求ステップの応答から直接作成する方が簡単です。
ここではこの方法を使用します。以下の手順で作成されたパラメータ（このフィルタを手動で作成する場合に計算が必要
となるパラメータ）については、このセクションの後半で説明します。

テーブルでフィルタを作成する方法

1. テーブルが含まれる Web ページを記録します。
2. 適切な HTML ステップに移動し、DOM ツリーからそれを確認します。
3. テーブルに設定する値を選択します。Ctrl キーを使用して複数のフィールドを選択します。結果セットで使用する
テーブル内の各列から例とする値を 1 つ選択します。
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4. その値が強調表示されたら、［HTML テーブル結果セット フィルタの作成］を選択します。
5. ウィンドウにプロパティ名を入力します。

プロパティがテスト ケースで使用できるようになります。

プロパティが現在のステップに追加されます。以下の図は、このステップのために計算されたパラメータを示していま
す。このフィルタを手動で作成するときは、これらのパラメータが必要になります。

このフィルタの結果を表示するために、［プロパティを最終応答として保存］タイプのステップと、フィルタによって作
成されたプロパティを追加しました。結果セット パネルに結果が表示されます。

テスト ケースを編集するときには、［指定した時点までテスト ケースを再生］コマンドを使用して、フィルタからプ
ロパティを生成するテスト ケースを再生する必要がある場合があります。これには、［指定した時点までテスト ケー
スを再生］コマンドを使用します。［指定した時点までテスト ケースを再生］コマンドは、ツールバーにある［再生］
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をクリックすることによってアクティブ化できます。また、このステップの結果セット ウィンドウの下部にある組み込
みのフィルタおよびアサーションを使用することもできます。

Web ページのプロパティの解析
Web ページのプロパティの解析フィルタでは、表示された Web ページを確認して、HTML コンテンツからプロパティを
作成することができます。このフィルタでは、「画面のペイント」技術を使用します。

「画面のペイント」は、HTML のどの部分をプロパティとして解析するかを定義する優れた柔軟性をもたらします。以下
のいずれかの方法でテキストをマークします。

• 応答にそのまま表示される必要があるテキスト： 保持テキスト ブロック。
• 応答にそのまま表示される必要のないテキスト： 変更可能テキスト ブロック。
• プロパティに格納されているテキスト： プロパティ一致ブロック。

テキストは、エディタの下部のアイコンを使用してマークされます。

以下の例では、Web サイトのタイトル「LisaBank - Home」がユーザによって変わるため、プロパティとして格納する必
要があると想定しています。
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このウィンドウでは、上部パネルのブラウザに HTML が表示され、下部パネルに実際の HTML テキストが表示されてい
ます。
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Web サイト上のフィールドからプロパティを作成方法

1. 下部パネルの HTML テキストで示されているフィールドに移動します。
2. テキストを選択し、保持 テキスト アイコン

をクリックします。
この例では、選択されているフィールドは Web サイトのタイトルです。黄色い強調表示は、そのまま表示される必
要があるテキストを示します。

3. 強調表示されたコンテンツの内部の名前のテキストを選択し、プロパティ一致

をクリックします。
この例では、Web サイト名のテキスト「LisaBank - Home」が選択されています。

4. プロパティ一致

をクリックします。
［プロパティの選択］ダイアログ ボックスが表示されます。

5. ダイアログ ボックスにプロパティ名を入力します。
下部パネルの HTML テキストで、Web サイト名のテキストがプロパティの名前に置き換わります。赤の背景色は、
ダイアログ ボックスに入力されたプロパティに格納されているテキストを表しています。

NOTE
すべてのプロパティ一致ブロックは保持テキスト ブロックによって常に囲まれている必要があります。

Web ブラウザ内のコンテンツを選択することにより、Web ページ ビューから単純にこのアクションを繰り返し実行でき
ます。Web ブラウザで選択したい領域をクリックし、次に HTML パネルで選択する方が簡単な場合もあります。

このフィルタが実行されると、Website Title プロパティに HTML ページに表示されている現在の値が割り当てられま
す。Web サイトのタイトルは、テキスト バッファでその場所を変更することができますが、引き続きプロパティ用に検
出および解析できます。

さらにプロパティを定義するには、このテキスト バッファでこのプロセスを繰り返します。

一意ではないトークンの処理

以下のエラー メッセージが表示される場合、選択したトークンは一意ではありません。選択内容が前のトークンと重複
しています。
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ほとんどの場合、この問題を解決するには、別のトークンを作成して前のトークンも保持テキスト トークンにします。
この方法が有効でない場合は、2 つの重複したトークンのもう一方の保持テキスト ブロックを配置し直すことで、エ
ラーを回避します。

は 2 つの重複したトークンを相対的な場所に基づいて識別できるため、このソリューションは有効です。

HTML/XML 結果の特定のタグまたは属性値の解析
HTML/XML 結果の特定のタグまたは属性値の解析フィルタでは、HTML タグから特定の属性を取得できます。

このフィルタは、フィルタ リストから手動で作成するか、または結果セット応答に対して組み込みのフィルタ コマンド
を使用して作成できます。

フィルタを手動で作成する方法

以下のフィールドに入力します。

• フィルタ
ステップの最終応答と見なすプロパティの名前。プロパティがプルダウン メニューにない場合は入力できます。プロ
パティは存在している必要があります。

• タグ
HTML タグの名前。画像タグの場合は「IMG」と入力します。

• タグ数
応答の先頭からのタグの数。最初の画像タグの場合は「1」と入力します。

• 属性
フィルタする属性の名前。ソース属性の場合は「src」と入力します。

• プロパティ
値を格納するプロパティ。

• デフォルト (見つからない場合)
属性値が見つからない場合に使用する値。

• URL エンコード
選択すると、プロパティ値が URL エンコードされます。

• フィルタ実行結果
フィルタの実行結果のプロパティおよび値を表示します。

• フィルタを実行
フィルタを実行するには、［フィルタを実行］ボタンをクリックします。結果は［フィルタ実行結果］セクションに
表示されます。

HTTP/HTML 要求ステップ応答ページからフィルタを作成する方法

1. HTML 応答が含まれるステップ応答を表示します。
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2. DOM ツリー ビューから、プロパティにその値を格納する属性を選択します。
3. その値が強調表示されたら、［解析値フィルタ］を選択します。
4. ウィンドウにプロパティ名を入力します。
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ここでアサーションも追加できます。

HTML 結果の特定の値の解析と値の解析
HTML 結果の特定のタグまたは属性値の解析と値の解析フィルタは、以下のフィルタを組み合わせたものです。

• HTML 結果の属性値の解析
• 引数文字列としてのプロパティ値の解析

このフィルタは、Web ページの特定の属性を検索し、さらにその属性を解析するように設計されています。属性が URL
であり、名前と値のペアでない場合は、その情報を処理するための機能があります。

この例では、フィルタは 7 番目のアンカー タグの「href」属性を検索します。これは URL です。フィルタは「cmd」パ
ラメータを取り、cmdlistusers_KEY にその値を格納します。

以下のフィールドに入力します。

• フィルタ
ステップの最終応答と見なすプロパティの名前。プロパティがプルダウン メニューにない場合は入力できます。プロ
パティは存在している必要があります。

• タグ
HTML タグの名前。アンカー タグの場合は「a」と入力します。

• タグ数
応答の先頭からのタグの数。7 番目のアンカー タグとして「7」を入力します。

• 属性
フィルタする属性の名前。href 属性の場合は「href」と入力します。

• IsURL
属性値が URL の場合は、このチェック ボックスをオンにします。

• 解析する引数
値を解析する引数の名前。この例では「cmd」です。

• プロパティ
値を格納するプロパティ。
この例では「cmdlistusers_KEY」です。

• URL エンコード
選択すると、プロパティ値が URL エンコードされます。

• デフォルト (見つからない場合)
属性値が見つからない場合に使用する値。

• フィルタ実行結果
フィルタの実行結果のプロパティおよび値を表示します。

• フィルタを実行
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フィルタを実行するには、［フィルタを実行］ボタンをクリックします。結果は［フィルタ実行結果］セクションに
表示されます。

HTML 結果のタグの子テキストの解析
HTML 結果のタグの子テキストの解析フィルタにより、タグの子テキストをプロパティに格納できます。

以下のフィールドに入力します。

• フィルタ
ステップの最終応答と見なすプロパティの名前。プロパティがプルダウン メニューにない場合は入力できます。プロ
パティは存在している必要があります。

• タグ
タグのタイプ。たとえば h1 タグの場合は「h1」と入力します。

• タグ数
タグが出現する数。3 番目の h1 タグの子テキストの場合は「3」と入力します。

• プロパティ
値を格納するプロパティ。

• フィルタ実行結果
フィルタの実行結果のプロパティおよび値を表示します。

• フィルタを実行
フィルタを実行するには、［フィルタを実行］ボタンをクリックします。結果は［フィルタ実行結果］セクションに
表示されます。

HTML 結果の HTTP ヘッダ値の解析
HTML 結果の HTTP ヘッダ値の解析フィルタは、通常、 SERVER_NAME という名前のプロパティで、HTTP ヘッダ
Server を保存するために使用されます。

以下のフィールドに入力します。

• フィルタ
ステップの最終応答と見なすプロパティの名前。プロパティがプルダウン メニューにない場合は入力できます。プロ
パティは存在している必要があります。

• HTTP ヘッダ キー
HTTP ヘッダの名前（例： 「Server」）。

• プロパティ
値を格納するプロパティ。

• フィルタ実行結果
フィルタの実行結果のプロパティおよび値を表示します。

• フィルタを実行
フィルタを実行するには、［フィルタを実行］ボタンをクリックします。結果は［フィルタ実行結果］セクションに
表示されます。

HTML 結果の属性値の解析
HTML 結果の属性値の解析フィルタでは、特定の属性のテキストをプロパティに格納できます。属性は、スクリプト
コードを含めて、結果のどのような場所にも出現します。

以下のフィールドに入力します。

• フィルタ
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ステップの最終応答と見なすプロパティの名前。プロパティがプルダウン メニューにない場合は入力できます。プロ
パティは存在している必要があります。

• 属性
取得する属性のタイプ。たとえば、アンカー タグの URL の場合は「href」と入力します。

• カウント
タグが出現する数。たとえば、ページの 3 番目のアンカー タグの URL の場合は「3」と入力します。
この例では「anchor3」になります。

• プロパティ
値を格納するプロパティ。

• フィルタ実行結果
フィルタの実行結果のプロパティおよび値を表示します。

• フィルタを実行
フィルタを実行するには、［フィルタを実行］ボタンをクリックします。結果は［フィルタ実行結果］セクションに
表示されます。

HTML 結果の DevTest タグの解析
HTML 結果の  タグの解析フィルタでは、開発者が Web アプリケーションをテスト可能にできます。テストの有効化の
詳細については、「SDK の使用」を参照してください。

このフィルタでは、Web ページに LISAPROP タグを挿入できます。LISAPROP タグには、name と value という 2 つの
属性があります。LISAPROP タグは Web ページには表示されません。それらの機能は、テスターに Web ページに関す
る重要な情報を提供する用途のみです。LISAPROP の例を以下に示します。

<LISAPROP name="FIRST_USER" value="sbellum">.

テスターがこのタイプのフィルタをインストールした場合、FIRST_USER プロパティには sbellum という値が自動的に
割り当てられます。このフィルタによって、テスターがこの値を解析する必要がなくなります。このタイプのフィルタ
は、開発者によるテストを簡単にするのに役立ちます。

Web ページには適切な検証に必要な情報が含まれていないか、または情報を解析するのが難しいことがよくあります。
情報がある場合でも、生成される HTML の微妙な変化のために解析が正しくなくなることもあります。このフィルタで
は、Web テストの解析に関する問題の多くを解決できます。

パラメータは不要です。

ランダム HTML 属性の選択
ランダム HTML 属性の選択フィルタでは、セットからランダムに選択したテキストをプロパティに格納できます。属性
は、スクリプト コードを含めて、結果のどのような場所にも出現します。

以下のフィールドに入力します。

• フィルタ
ステップの最終応答と見なすプロパティの名前。プロパティがプルダウン メニューにない場合は入力できます。プロ
パティは存在している必要があります。

• 外部タグ
選択するリストが含まれる外部のエレメント。たとえば、ドロップダウン リストを選択するには、テキスト
「select」を入力します。

• タグ数
外部タグが出現する数。たとえば、2 番目のドロップダウン リストを選択するには、テキスト「2」を入力します。

• 内部タグ
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属性をランダムに選択するタグ。ドロップダウン リスト内のランダムなアイテムを選択するには、テキスト
「option」を入力します。

• フィルタ属性
選択リストから除外する属性名を指定するオプションのフィールド。

• フィルタ値
選択リストから除外する属性値を指定するオプションのフィールド。

• 属性
そこからテキストを取得する属性。このフィールドを空白にすると、内部タグの子テキストが返されます。

• プロパティ キー
属性のテキストを格納するプロパティ。

• フィルタ実行結果
フィルタの実行結果のプロパティおよび値を表示します。

• フィルタを実行
フィルタを実行するには、［フィルタを実行］ボタンをクリックします。結果は［フィルタ実行結果］セクションに
表示されます。

HTML を属性リストに解析
HTML を属性リストに解析フィルタでは、1 セットの属性のテキストをリストとしてプロパティに格納できます。

以下のフィールドに入力します。

• フィルタ
ステップの最終応答と見なすプロパティの名前。プロパティがプルダウン メニューにない場合は入力できます。プロ
パティは存在している必要があります。

• 外部タグ
解析するタグのリストが含まれる外部のエレメント。たとえば、テーブルにすべてのアンカー タグからのリンクをす
べて格納するには、「table」と入力します。

• 外部タグ数
外部タグが出現する数。2 番目のテーブルの場合は「2」と入力します。

• 内部タグ
そこから値を取得するタグ。テーブル内のすべてのアンカー タグの場合は「a」と入力します。

• フィルタ属性
選択リストに表示されてはならない属性名を指定するオプションのフィールド。

• フィルタ値
選択リストに表示されてはならない属性値を指定するオプションのフィールド。

• 属性
そこからテキストを取得する内部タグの属性。このフィールドを空白にすると、内部タグの子テキストが返されま
す。テーブルにすべてのアンカー タグからのリンクをすべて格納するには、「href」と入力します。

• プロパティ キー
属性のテキストを格納するプロパティの名前。

• フィルタ実行結果
フィルタの実行結果のプロパティおよび値を表示します。

• フィルタを実行
フィルタを実行するには、［フィルタを実行］ボタンをクリックします。結果は［フィルタ実行結果］セクションに
表示されます。

HTTP ヘッダ Cookie の解析
HTTP ヘッダ Cookie の解析フィルタにより、HTTP ヘッダを解析し、特定のプレフィックスから始まるプロパティに
Cookie の値を格納できます。
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以下のフィールドに入力します。

• フィルタ
ステップの最終応答と見なすプロパティの名前。プロパティがプルダウン メニューにない場合は入力できます。プロ
パティは存在している必要があります。

• プロパティ プレフィックス
使用するプロパティ名を指定するために Cookie 名の前に付加されるテキスト文字列。このため、これらのプロパ
ティのフル ネームは、返された Cookie の名前によって異なります。Cookie 名は、対話型テスト ラン（ITR）の［プ
ロパティ］タブで識別できます。

• フィルタ実行結果
フィルタの実行結果のプロパティおよび値を表示します。

• フィルタを実行
フィルタを実行するには、［フィルタを実行］ボタンをクリックします。結果は［フィルタ実行結果］セクションに
表示されます。

動的フォーム フィルタ
動的フォーム フィルタでは、HTML 応答で動的に生成されたフォームを識別し、それらを一連のプロパティに解析しま
す。入力したプロパティ キーは、各フォーム内の各フォーム エレメントのプロパティ名の一部になります。この動作
は、以下の例を活用すると理解しやすくなります。

以下のような動的に生成されるフォームを 2 つ持つ HTML ページをテストできます。

<form name="F001" action="index.jsp"> <input type="text" name="0001A" value="default" /
> <input type="text" name="0001B" value="" /></form>

<form name="F002" action="orders.jsp"> <input type="text" name="0002A" value=Key"" /
> <input type="text" name="0002B" value="" /></form>

フィルタ パネルでプロパティ キー FormTest を使用して、以下のキー値ペアを作成します。

キー 値
FormTest.Form1.text1.name 0001A
FormTest.Form1.text1.value デフォルト
FormTest.Form1.text2.name 0001B
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FormTest.Form1.text2.value  
FormTest.Form2.text1.name 0002A
FormTest.Form2.text1.value  
FormTest.Form2.text2.name 0002B
FormTest.Form2.text2.value  

タグ/属性値の検索による HTML 結果の解析
タグ/属性値の検索による HTML 結果の解析フィルタでは、そのタグ内の別の属性の名前と値を検索することによって、
属性の値をフィルタできます。複数のタグが条件に一致する場合は、使用するタグを指定できます。

以下のフィールドに入力します。

• フィルタ
ステップの最終応答と見なすプロパティの名前。プロパティがプルダウン メニューにない場合は入力できます。プロ
パティは存在している必要があります。

• タグ
検索するタグの名前。

• 検索条件属性
検索する属性。

• 検索条件値式
検索する属性の式。

• タグ数
検索条件を満たすタグから使用する特定のタグ。

• 属性
その値を必要とする属性。

• プロパティ
値を格納するプロパティ。

• デフォルト (見つからない場合)
属性値が見つからない場合に使用する値。

• URL エンコード
選択すると、プロパティ値が URL エンコードされます。

• フィルタ実行結果
フィルタの実行結果のプロパティおよび値を表示します。

• フィルタを実行
フィルタを実行するには、［フィルタを実行］ボタンをクリックします。結果は［フィルタ実行結果］セクションに
表示されます。

HTTP ヘッダの挿入
［HTTP ヘッダの挿入］フィルタを使用して、HTTP コール内のヘッダをフィルタに定義されているヘッダに置換できま
す。このようなヘッダが存在しない場合は、新しいヘッダが追加されます。

NOTE
このフィルタを使用する例については、「テスト テンプレート」を参照してください。

このフィルタは、グローバル フィルタです。

以下のテスト ステップがサポートされています。
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• HTTP/HTML 要求
• REST
• Web サービス実行 (XML)

以下のフィールドに入力します。

• ヘッダ キー
ヘッダのキーを指定します。

• ヘッダ値
ヘッダの値を指定します。

• スキップ先ステップ
更新から除外する最後のステップを指定します。このステップはオプションです。たとえば、テスト ケースに 4 つ
の手順、A、B、C、および D があると仮定します。このフィールドを B に設定すると、ステップ C および D のみに
フィルタが適用されます。このフィールドを C に設定すると、ステップ D のみにフィルタが適用されます。

ヘッダでは大文字と小文字が区別されます。たとえば、Authorization は、authorization とは異なります。

以下の図は、このフィルタの例を示しています。［ヘッダ キー］ フィールドは、［認証］に設定されます。［ヘッダ
値］ フィールドは、{{token_type}}{{space}}{{access_token}} に設定されます。

XML フィルタ
以下のフィルタは、任意のテスト ステップの XML フィルタのリストで使用できます。

XML のテキストの解析
XML のテキストの解析フィルタにより、タグの子テキストがプロパティに格納されます。XML のテキストの解析フィル
タを定義するには、フィルタのタイプを設定し、属性を 3 つ設定します。

このフィルタは、フィルタ リストから手動で作成するか、または XML 応答に対して組み込みのフィルタ コマンドを使
用して作成できます。 

フィルタを手動で作成する方法

以下のフィールドに入力します。

• フィルタ
ステップの最終応答と見なすプロパティの名前。プロパティがプルダウン メニューにない場合は入力できます。プロ
パティは存在している必要があります。このフィルタに合わせてこの値を編集できます。

• タグ
タグのタイプ。たとえば、multiRef タグの子テキストを対象とする場合は、「multiRef」と入力します。このフィー
ルドにはプロパティを使用することができます。

• タグ数
タグが出現する数。たとえば、最初の multiRef タグの子テキストを対象とする場合は、「1」と入力します。この
フィールドにプロパティを使用することはできません。

• プロパティ
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値を格納するプロパティ。
• フィルタ実行結果
フィルタの実行結果のプロパティおよび値を表示します。

• フィルタを実行
フィルタを実行するには、［フィルタを実行］ボタンをクリックします。結果は［フィルタ実行結果］セクションに
表示されます。

応答ページからフィルタを直接作成する方法

  

1. DOM ツリー ビューから、プロパティにその値を格納する属性を選択します。
2. 選択した後、［属性またはテキスト用のフィルタの生成］を選択します。
3. ダイアログ ボックスにプロパティ名を入力します。
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ここでアサーションも追加できます。

XML タグからの属性の読み取り
XML タグからの属性の読み取りフィルタでは、特定の属性のテキストをプロパティに格納できます。属性は、結果のど
のような場所にも出現します。

このフィルタは、フィルタ リストから手動で作成するか、または結果セット応答に対して組み込みのフィルタ コマンド
を使用して作成できます。

フィルタを手動で作成する方法

以下のフィールドに入力します。

• フィルタ
ステップの最終応答と見なすプロパティの名前。プロパティがプルダウン メニューにない場合は入力できます。プロ
パティは存在している必要があります。

• タグ
XML タグの名前（例： 「target」）。

• タグ数
応答の先頭からのタグの数。最初のタグの場合は「1」と入力します。

• 属性
フィルタする属性の名前。href 属性の場合は「href」と入力します。

• プロパティ
値を格納するプロパティ。

• デフォルト (見つからない場合)
属性値が見つからない場合に使用する値。

• URL エンコード
選択すると、プロパティ値が URL エンコードされます。

• フィルタ実行結果
フィルタの実行結果のプロパティおよび値を表示します。

• フィルタを実行
フィルタを実行するには、［フィルタを実行］ボタンをクリックします。結果は［フィルタ実行結果］セクションに
表示されます。

応答ページからフィルタを作成する方法

1. XML が含まれるステップ応答を表示します。
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2. DOM ツリー ビューから、プロパティにその値を格納する属性を選択します。
3. 強調表示されたら、［属性またはテキスト用のフィルタの生成］を選択します。
4. ウィンドウにプロパティ名を入力します。
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ここでアサーションも追加できます。このステップには、プロパティ値式アサーションを追加できます。

XML 結果の DevTest タグの解析
XML 結果の  タグの解析フィルタでは、開発者が XML アプリケーションをテスト可能にできます。テストの有効化の詳
細については、「SDK の使用」を参照してください。

このフィルタでは、XML ページに「LISAPROP」タグを挿入できます。LISAPROP タグには、name と value とい
う 2 つの属性があります。LISAPROP タグの機能は、テスターに XML に関する重要な情報を提供する用途のみで
す。LISAPROP の例を以下に示します。

<LISAPROP name="FIRST_USER" value="sbellum">.

テスターがこのタイプのフィルタをインストールした場合、「FIRST_USER」プロパティには sbellum という値が自動
的に割り当てられます。このフィルタによって、テスターがこの値を解析する必要がなくなります。このタイプのフィル
タは、開発者によるテストを簡単にするのに役立ちます。

XML には適切な検証に必要な情報が含まれていないか、または情報を解析するのが難しいことがあります。情報がある
場合でも、生成される XML の微妙な変化のために解析が正しくなくなることもあります。この LISAPROP フィルタで
は、解析に関する問題の多くを解決できます。

パラメータは不要です。

ランダム XML 属性の選択
ランダム XML 属性の選択フィルタでは、セットからランダムに選択したテキストをプロパティに格納できます。属性
は、結果のどのような場所にも出現します。このフィルタは、ランダム HTML 属性の選択とまったく同様に機能しま
す。

例

［応答としてのテキストの解析］ステップを使用して、何らかの XML を出力します。
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次に、フィルタを設定します。
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［フィルタを実行］をクリックするたびに、ランダムな値が選択されます。

［タグ数］の動作方法を確認するには、コンテンツを以下の図に示すように変更します。

  

［タグ数］ = 1 のときは、1 番目の自動車のリストが使用されます。［タグ数］ = 2 のときは、2 番目の自動車のリスト
（exoticCars）が使用されます。
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XML XPath フィルタ
XML XPath フィルタでは、プロパティまたは最終応答に対して実行する XPath クエリを使用して、それをプロパティに
格納できます。このフィルタが選択されている場合、最終応答はコンテンツ パネルにロードされます。

応答は XML ドキュメントまたは DOM ツリーとして表示できます。ただし、XPath の選択は DOM ツリーからしか行え
ません。

以下のいずれかの方法を使用して、XPath クエリを作成します。

• ［XPath クエリ］テキスト ボックスに手動で XPath 式を入力する。
• DOM ツリーからエレメントを選択し、 によって XPath 式が作成されるようにする。
• DOM ツリーからエレメントを選択し、作成する XPath を編集する。たとえば、プロパティやカウンタ データ セット
を使用するよう変更できます。

以下のフィールドに入力します。

• フィルタ
ステップの最終応答と見なすプロパティの名前。プロパティがプルダウン メニューにない場合はこのフィールドに入
力できます。プロパティは存在している必要があります。

• 保存先プロパティ
XPath クエリの結果を格納するプロパティ。

上記の方法のいずれかを使用して、XPath クエリを作成します。

XPath クエリを作成した後、［フィルタを実行］をクリックしてテストします。クエリの結果が［フィルタ実行結果］ペ
インに表示されます。

lisa.xml.xpath.computeXPath.alwaysUseLocalName プロパティは、XPath の作成の際に、XPath local-name() 関数が
必ず使用されるかどうかを制御します。デフォルト値は false です。これは、local-name() 関数が必要な場合にのみ使用
されることを意味します。XML ノードのネームスペースに関係なく動作する XPath を作成するには、値 を true に設定
します。

NOTE

XML XPath フィルタは、HTML DOM の仕様に基づいています。この仕様では、すべての DOM エレメント名
を大文字にし、属性名は小文字にする必要があります。

JSON フィルタ
以下のフィルタは、任意のテスト ステップの JSON フィルタのリストで使用できます。

• JSON パス フィルタ

JSON パス フィルタ

JSON パス フィルタでは、JSON 結果からプロパティの値または長さを取得してプロパティに保存することができま
す。以下の図は、エディタを示しています。
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NOTE
Web サイトで JSON パス式の有効性チェックを使用できます。1 つの例は、https://
jsonpath.curiousconcept.com/です。もう 1 つのリソースは、結果の一致を確認アサーション用のエディタで
す。

以下のフィールドに入力します。

• フィルタ
ステップでフィルタするプロパティの名前を指定します。このプロパティでは、このフィルタで使用される JSON の
ソースを指定します。プロパティがプルダウン メニューにない場合は入力できます。プロパティは存在している必要
があります。このフィルタに合わせてこの値を編集できます。

• JSON パス
JSON ドキュメント内の JSON プロパティのシーケンスから構成される式を指定します。JSON パスは、送信先
JSON プロパティへのパスを表します。フィルタ エディタの右側の部分は、［JSON パス］フィールドの値を判断す
るのに役立ちます。ステップ応答の JSON ドキュメントが表示されます。［名前］列でノードのアイコンを選択する
と、［JSON パス］フィールドが表示されます。「?()」式で表される配列フィルタは、特定の配列要素を選択するた
めの選択基準として配列に適用できます。以下の表は、JSON データ型で利用可能な、サポートされるフィルタ演算
子のリストを示しています。
 

演算子 String 数値 ブール値
== （等しい） サポート対象 サポート対象 サポート対象
!= （等しくない） サポート対象 サポート対象 サポート対象
>= サポートなし サポート対象 サポートなし
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<= サポートなし サポート対象 サポートなし
> サポートなし サポート対象 サポートなし
< サポートなし サポート対象 サポートなし
in サポート対象 サポート対象 サポートなし
not in サポート対象 サポート対象 サポートなし

 
サンプルの JSON パス エントリ（上記のスクリーン ショットに基づく）
– $

JSON ドキュメント全体が返されます。
– $..name
ドキュメント全体のうちすべての「name」文字列が返されます。

– $.[*].name
名前が付いていないアレイのうち「name」文字列がすべて返されます。

– $.myarray[*].name
myarray のうち「name」文字列がすべて返されます。

– $.myarray[0].name
myarray のうち最初の要素の「name」文字列が返されます。

– $.myarray[?(@.id < 5)]
myarray のうち ID が 5 未満である各要素の要素全体が返されます。

– $.myarray[?(@.id < 5)].name
myarray のうち ID が 5 未満である各要素の「name」文字列が返されます。

• Save Value to Property
JSON パス フィルタの結果が保存されるプロパティの名前が定義されます。［JSON Path］フィールドでアレイを指
定した場合の保存値はカンマ区切りリストです。

• Save Length to Property
JSON パス フィルタからの結果に項目数を格納するプロパティの名前が定義されます。プロパティ値が配列の場合、
コンポーネントの数は配列内の要素数です。プロパティ値が JSON オブジェクトの場合、コンポーネントの数は
JSON オブジェクト内のプロパティの数です。文字列や数値などの単純なデータ型の場合、コンポーネントの数は 1
です。

• フィルタ実行結果
フィルタの実行結果のプロパティおよび値を表示します。

• フィルタを実行
フィルタを実行するには、［フィルタを実行］ボタンをクリックします。結果は［フィルタ実行結果］セクションに
表示されます。

Java フィルタ
以下のフィルタは、任意のテスト ステップの Java フィルタのリストで使用できます。

Java の "最終応答（Last Response）" プロパティの上書フィルタ
最終応答プロパティには、前のステップからの応答が含まれます。たとえば、前の応答が HTTP ステップだった場合、
最終応答は返された Web ページです。最終応答をデフォルト値以外の値にするには、"最終応答（Last Response）" プ
ロパティの上書フィルタを使用します。このフィルタでは、最終応答の現在値を既存のプロパティの値に置き換えること
ができます。

以下のフィールドに入力します。
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• フィルタ
ステップの最終応答と見なすプロパティの名前。プロパティがプルダウン メニューにない場合は入力できます。プロ
パティは存在している必要があります。

• XML に変換
応答を有効な XML に変換する場合は、このオプションを選択します。

• フィルタ実行結果
フィルタの実行結果のプロパティおよび値を表示します。

• フィルタを実行
フィルタを実行するには、［フィルタを実行］ボタンをクリックします。結果は［フィルタ実行結果］セクションに
表示されます。

詳細については、「最終応答（Last Response）プロパティの上書」を参照してください。

Java のステップ応答の格納フィルタ
ステップ応答の格納フィルタでは、最終応答を将来使用するためにプロパティとして保存できます。

以下のフィールドに入力します。

• フィルタ
フィルタを適用する応答を入力します。上記の図では、lisa.Add User.rsp と示されています。これは、フィルタが
Add User （ユーザの取得）の応答に適用されることを意味しています。このフィルタに対するこの値を変更すること
はできません。

• プロパティ
値を格納するプロパティ。

• フィルタ実行結果
フィルタの実行結果のプロパティおよび値を表示します。

• フィルタを実行
フィルタを実行するには、［フィルタを実行］ボタンをクリックします。結果は［フィルタ実行結果］セクションに
表示されます。

Java のファイルへのプロパティ値の保存フィルタ
ファイルへのプロパティ値の保存フィルタでは、既存のプロパティの値をファイル システム内のファイルに保存できま
す。

以下のフィールドに入力します。

• フィルタ
ファイルに値を書き込むプロパティの名前。

• 場所
値を書き込むファイルのパス名。ファイルを参照できます。場所にプロパティを使用することもできます。

• 追加モード
既存のファイルに情報を追加するには、このチェック ボックスをオンにします。

• フィルタ実行結果
フィルタの実行結果のプロパティおよび値を表示します。

• フィルタを実行
フィルタを実行するには、［フィルタを実行］ボタンをクリックします。結果は［フィルタ実行結果］セクションに
表示されます。
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VSE フィルタ
以下のフィルタは、任意のテスト ステップの VSE フィルタのリストで使用できます。

データ プロトコル フィルタ
データ プロトコル フィルタは、仮想モデルのプロトコル固有のリスン ステップで使用します。このフィルタは、フィル
タとして動作するデータ プロトコルに必要なラッパーを提供します。これは、VSE のランタイム側に適した機能です。

フィルタをクリックすると、そのエディタが開きます。

  

以下のフィールドに入力します。

• フィルタ
フィルタを適用する応答を入力します。上記の図では、lisa.Get User.rsp と示されています。これは、フィルタが
Get User （ユーザの取得）の応答に適用されることを意味しています。このフィルタに対するこの値を変更すること
はできません。

• データ プロトコル
ドロップダウン リストから使用する適切なデータ プロトコルを選択します。

• プロセス要求
プロセス要求を確認する場合に選択します。

• プロセス応答
プロセス応答を確認する場合に選択します。

• フィルタを実行
フィルタを実行するには、［フィルタを実行］ボタンをクリックします。結果は［フィルタ実行結果］セクションに
表示されます。

CAI フィルタ
以下のフィルタは、任意のテスト ステップの Application Insight フィルタのリストで使用できます。

CAI の DevTest 統合サポート
Application Insight フィルタの  統合サポートは、 がサポートするすべてのテクノロジに対して Application Insight を有効
にする共通フィルタです。このフィルタは、Application Insight アプリケーションから追加の情報を収集します。

は、Web サービス、JMS、サーブレット、EJB、および Java オブジェクトとの統合をサポートしています。

以下のフィールドに入力します。

• 次の最大ビルド時間（ミリ秒）を超えた場合はエラー
ビルド時間をミリ秒で入力します。ビルド時間が指定された間隔を超えると、エラーが生成されます。

• トランザクション エラー時のステップ

 1821



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

フィルタを実行するよう設定した後、トランザクション エラーが発生したときにリダイレクトするステップを選択し
ます。

• CAI 警告時のステップ
フィルタを実行するよう設定した後に、Application Insight 警告が発生したときにリダイレクトするステップを選択し
ます。

• コンポーネント コンテンツをレポート
コンポーネント コンテンツのレポートを生成します。

• 要求の開始および終了時にサーバ上でガベージ コレクションを強制実行
要求の開始および終了時に、サーバ上でガベージ コレクションを強制的に実行します。

• サーバ側例外が記録されたらテスト失敗
サーバ側で例外がスローされた場合に、テスト ケースを失敗にします。

• テスト イベントでキャプチャする Log4J レベル
テスト イベントでキャプチャされる Log4J レベルを選択します。

• 一時的に変更する Log4J ロガー (空白にした場合、ルート ロガー)
ロガーの名前を入力します。

webMethods Integration Server に対する DevTest 統合サポート
webMethods Integration Server フィルタの  統合サポートは、Application Insight 対応 webMethods Integration Server か
らさらに多くの情報を収集します。

以下のフィールドに入力します。

• 次の最大ビルド時間（ミリ秒）を超えた場合はエラー
ビルド時間をミリ秒で入力します。ビルド時間が指定された間隔を超えると、エラーが生成されます。

• トランザクション エラー時のステップ
フィルタを実行するよう設定した後、トランザクション エラーが発生したときにリダイレクトするステップを選択し
ます。

• CAI 警告時のステップ
フィルタを実行するよう設定した後に、Application Insight 警告が発生したときにリダイレクトするステップを選択し
ます。

Copybook フィルタ
以下のフィルタは、任意のテスト ステップの Copybook フィルタ リストで使用できます。

Copybook フィルタ
Copybook フィルタは、実行時に Copybook ペイロードを XML に変換します。これらのペイロードを XML で表示する
ことにより、データを確認してメンテナンスすることができます。

フィルタをクリックすると、そのエディタが開きます。

以下のフィールドに入力します。

• フィルタ
ステップでフィルタするプロパティの名前を指定します。プロパティがプルダウン メニューにない場合は入力できま
す。プロパティは存在している必要があります。このフィルタに合わせてこの値を編集できます。

• Copybook definition file
Copybook ファイル定義を格納する場所を指定します。

• エンコーディング
有効な Java 文字セットを選択します。この値は、ペイロード内のバイトを出力 XML で使用されるテキストに変換す
るために使用されます。
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デフォルト： UTF-8
• Copybook パーサ開始列

Copybook は、多くの場合、行番号で各行を開始します。このパラメータは、Copybook ファイル定義を解析する場
合、パーサがどの列から開始するかを定義します。
値： ゼロベースの包含的なインデックス。ただし、「通常」の排他的な 1 ベース インデックスと見なすことができ
ます。
デフォルト： 6
例： この値に 6 を設定した場合、パーサは、行の最初の 6 文字をスキップして、7 文字目から開始します。

• Copybook パーサ終了列
場合によっては、Copybook の各行の末尾にその他の参照データが含まれることがあります。その場合、パーサは、
どの列で停止するかを知る必要があります。ファイル内の行の末尾に「余分な」データがない場合、この数値を、
ファイル内の最長行の長さより大きく設定します。この数値が行の長さを超えている場合、パーサは行の末尾で停止
します。
値： 排他的なゼロベース インデックス。ただし、「通常」の包含的な 1 ベース インデックスと見なすことができま
す。
例： この値に 72 を設定した場合、パーサは、行内の 72 番目の文字を読み取った後に停止します。

• フィルタ実行結果
フィルタの実行結果のプロパティおよび値を表示します。

• フィルタを実行
フィルタを実行するには、［フィルタを実行］ボタンをクリックします。結果は［フィルタ実行結果］セクションに
表示されます。

パフォーマンス上の理由で、Copybook フィルタは、Copybook 定義をメモリ内に 86400 秒間キャッシュします。この期
間が終了すると、 は変換された Copybook 定義をキャッシュから削除します。ファイルが再び必要な場合、 はそれを読
み取って再変換します。

メトリックの説明
#####は、テストおよびテスト中システムのパフォーマンス面および機能面に、定量的な方法および測定を適用すること
を可能にします。

このセクションでは、以下のメトリックについて説明します。

• DevTest 包括テスト メトリック
• DevTest テスト イベント メトリック
• SNMP メトリック
• JMX メトリック
• TIBCO Hawk メトリック
• Windows Perfmon メトリック
• SSH 経由の UNIX メトリック

DevTest 包括テスト メトリック
包括テスト メトリックでは、テスト ケースに関するすべての基本情報を収集します。

以下のサブメトリックが収集されます。

• インスタンス（仮想ユーザ数）
• 平均応答時間
• 最大応答時間
• 最小応答時間
• 最終応答時間
• ステップ数/秒
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応答時間メトリックはミリ秒単位でレポートされます。

NOTE
仮想ユーザ数（インスタンス）、平均応答時間、およびステップ数/秒サブメトリックは、ステージング ドキュ
メントのメトリック リストにデフォルトで追加されます。

DevTest テスト イベント メトリック
テスト イベント メトリックは、 イベントに関するメトリックを提供します。これらのメトリックには、カウンタとゲー
ジが含まれます。

イベント メトリックでは、イベントの短い説明フィールドと一致させる正規表現を含めることにより、特定のタイプの
イベントをフィルタできます。

テスト イベント メトリック カテゴリには、以下のサブメトリックがあります。

• コーディネータ サーバの開始
• コーディネータ サーバの終了
• コーディネータの開始
• コーディネータの終了
• テストの開始
• テストの終了
• インスタンスの開始
• インスタンスの終了

テスト イベント メトリックを追加する方法

メトリックを選択に加えて、以下を指定できます。

• キー表現一致： 短い説明フィールドにこの表現がある場合にのみ、選択したイベントをサンプリングする表現を入力
します。このフィールドを空白のままにするか、または「*」を入力すると、このタイプのすべてのイベントがレポー
トされます。

• メトリックはカウンタです： このチェック ボックスをオンにすると、カウント値が経時的に記録されます。この
チェック ボックスをオフにすると、絶対値が記録されます（メトリックはゲージとして機能します）。

テスト イベント メトリックは、ワークフロー エンジンで特定のイベントの発生を追跡することを目的としています。
［カウンタ］チェック ボックスをオンにすると、メトリック コレクタは選択イベントが発生した回数を追跡します。カ
ウントはテストの実行と共に増加します。ただし、 のグラフおよびレポート コンソールには、サンプリング期間に収集
された値が表示されます。これは、テスト イベント メトリックのデフォルトのオプションです。

［カウンタ］チェック ボックスをオフにすると、メトリック コレクタはイベントの詳細な説明を数値として解析しま
す。サンプリング期間中、コレクタはこれらの解析値の累計を保持します。レポートされるメトリックは、解析された数
値の単純平均です。累計は、サンプリング期間ごとにリセットされます。イベントの詳細な説明に数値が含まれていない
場合、メトリック値は 0 になります。

デフォルトのサンプリング期間は 1 秒です。これは、ステージング ドキュメントで変更できます。

• このメトリックをメトリック リストに追加するには、［OK］をクリックします。

SNMP メトリック
SNMP メトリックは、SNMP （Simple Network Management Protocol）を使用してシステムのパフォーマンスをモニタ
します。

SNMP サポートの設定

SNMP メトリックを収集するには、SNMP を設定する必要があります。UNIX および Windows での SNMP の設定の詳
細については、「SNMP のインストールおよび設定」を参照してください。
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SNMP メトリックを追加する方法

1. ダイアログ ボックスから［SNMP メトリック］を選択し、［OK］をクリックします。
［SNMP メトリックの追加］ダイアログ ボックスが表示されます。
MIB グループ ツリーに、 の標準の SNMP メトリックがすべて表示されます。
MIB は、特定のドメインのメトリック セットの事前定義済みデータベースです。
– ホスト
［ホスト］フィールドは、コーディネータ サーバをホストするサーバに関するシステム情報を提供します。ホス
ト メトリックには、CPU 使用率を示す hrProcessorLoad や、このホストが最後に初期化されてからの時間を示
す hrSystemUptime などが含まれます。

– サーバ O/S
稼働時間、日付、ユーザ数など、システムに関する情報を提供します。

– BEA WebLogic
BEA WebLogic を実行しているサーバの JDBC、JMS、JVM、ソケット、サーブレット、および Web アプリケー
ションに関する情報を提供します。BEA WebLogic メトリックには、JVM ヒープの現在の空きメモリ容量をバイ
ト単位で示す jvmRuntime-HeapFreeCurrent や、このコンポーネントの現在のオープン セッションの合計数を示
す webAppComponentRuntimeOpenSessionsCurrentCount などが含まれます。

– RDBMS
一般的なリレーショナル データベース管理システムを実行しているサーバに関する情報を提供しま
す。RDBMS メトリックには、RDBMS が最後に再起動されてから完了した物理ページの読み取り数を示す
rdbmsSrvInfoPageReads や、RDBMS が最後に再起動されてから完了した単一のページ書き込み数を示す
rdbmsSrvInfoPageWrites などが含まれます。

– Oracle
Oracle を実行しているサーバに関する情報を提供します。Oracle メトリックには、ユーザのコミット数を示す
oraDbSysUserCommits や、データがロール バックされた回数を示す oraDbSysUserRollbacks などが含まれま
す。

– Microsoft SQL Server
Microsoft SQL Server を実行しているサーバに関する情報を提供します。Microsoft SQL Server メトリッ
クには、要求されたデータ ページが（ディスクから読み込まれるのではなく）データ キャッシュで見つ
かった回数のパーセンテージを示す mssqlSrvInfoCacheHitRatio や、ユーザ接続のオープン数を示す
mssqlSrvInfoUserConnections などが含まれます。

2. メトリックを選択するために、これらの選択肢を参照します。
3. 左側のパネルで目的のメトリックをクリックします。
目的のメトリックに必要なパラメータが、右側のパネルの［MIB オブジェクト］フォームに入力されます。メトリッ
クの説明がテキスト ボックスに表示されます。その他の情報は無視するか、またはそのまま使用できます。

4. メトリックを収集するホスト コンピュータ（ホスト）のドメイン名または IP アドレスを入力します。このメトリッ
クを追加するには、［OK］をクリックします。

5. 目的の SNMP メトリックをすべて追加するまで、この手順を繰り返します。
MIB グループ ツリーにない SNMP メトリックを追加するには、［MIB オブジェクト］フォームに手動でデータ
（OID）を入力します。OID は特定のメトリックの一意の識別子で、ツリー構造の命名規則が使用されます。ITKO
のドメイン ルート OID は、「.1.3.6.1.4.1.12841.1.1」です。すべての SNMP メトリックは、この OID から始まりま
す。
［MIB からロード］ボタンを使用すると、MIB のファイル システムを参照できます。
［SNMP Walk］ボタンを使用すると、SNMP ツリーを参照できます。

NOTE
すべての SNMP MIB がサポートされています。［SNMP メトリックの追加］ダイアログ ボックスに表示さ
れる MIB のセットは、サポートされている MIB のサンプルです。［SNMP メトリックの追加］ダイアログ
ボックスには、MIB 内のオブジェクト ID （OID）がわかりやすく表示されます。ただし、［SNMP メトリッ
クの追加］ダイアログ ボックスに表示される OID だけでなく、有効な OID はすべて動作します。IETF およ
び IANA のすべての標準 MIB のセットが提供されています。これらの MIB は、LISA_HOME\snmp\ietf および
LISA_HOME\snmp\iana ディレクトリに格納されています。
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JMX メトリック
JMX メトリックは、JMX （Java Management Extension） API を使用してメトリックを提供します。

容易に設定できるよう、以下の JMX コネクタが用意されています。

• 任意の JSR 160 RMI 接続
• JBoss 3.2-4.0
• JSE 5 コネクタ
• Oracle AS （OCJ4）
• Tomcat 5.0.28
• WebLogic 6.1-8.1
• WebLogic 9.x
• WebSphere 5.x
• ITKO JMX エージェント

これらのアプリケーションはそれぞれ、少し異なる接続パラメータを必要とします。サーバに必要な値については、サー
バ管理者に問い合わせてください。プロバイダによって、提供されるメトリックは少し異なります。その他の JMX 機能
を使用する場合は、RMI ステップとして呼び出すことができます。

数値属性のみがサポートされています。

以下の例では、JBoss を使用します。

以下の手順に従います。

1. ダイアログ ボックスから［JMX 属性リーダ］を選択します。
2. ［OK］をクリックします。
［JMX エージェントの選択および設定］ダイアログ ボックスが表示されます。

3. JMX コネクタのリストから JBoss を選択します。
4. お使いのインストールの［サーバ ネーミング URL］および［エージェント RMI 名］を入力します。
5. 残りのフィールドに入力する値は、JBoss サーバが JMX データにアクセスするために認証を必要とするかどうかに
よって異なります。
– JBoss サーバが JMX へのアクセスに認証を必要としない場合は、デフォルトのコンテキスト ファクトリ
「org.jnp.interfaces.NamingContextFactory」を使用します。

– JBoss サーバが認証を必要とする場合
a. コンテキスト ファクトリを「org.jboss.security.jndi.JndiLoginInitialContextFactory」に変更します。
b. 認証に必要なユーザ名およびパスワード（プリンシパルおよび認証情報）を入力します。
c. これらの認証情報を認証する JAAS ログイン モジュールを入力します。

6. ［OK］をクリックします。
［JMX オブジェクト属性ビューア］が開きます。
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左側が JBoss の JMX ドメインの階層です。JMX メトリックは、オブジェクト - 属性モデルを使用します。このモデ
ルでは、ドメイン オブジェクトは特定のアプリケーション サーバ（「system」など）によってパブリッシュされま
す。また、属性はオブジェクト内の名前/値ペアです。
このツリーでオブジェクトを選択すると、そのオブジェクトの基本属性もツリーに表示されます。基本属性を選択す
ると、属性名の残り部分が右上の［オブジェクト属性］パネルにリスト表示されます。
上記の例では、ドメイン オブジェクトに jboss.system、基本属性に ServerInfo、属性名の残り部分に FreeMemory を
選択しています。ServerInfo の属性は、［オブジェクト属性］パネルに表示されます。

7. これらの属性（メトリック）のいずれかを選択するには、メトリックを選択して［追加］

をクリックします。
このメトリックは、ウィンドウの下部の［モニタ対象として選択された属性］パネルの選択されたメトリックのリス
トに追加されます。
このパネルから属性を削除するには、［削除］

をクリックします。
8. 選択したすべてのメトリックがリスト（下部パネル）に表示されるまで、このプロセスを繰り返します。
9. ［OK］をクリックして、メインのメトリック パネルに戻ります。

JMX メトリックがメトリック リストに表示されていることに注目してください。
アプリケーション サーバによっては、そのアプリケーション サーバとの JMX 通信を有効にするために、ベンダー固
有の JAR が必要になる場合があります。

10.同様に、JMX コネクタのリストから JSE 5 コネクタ を選択することもできます。
11.［OK］をクリックして、JMX エージェントに接続します。
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Tomcat 用の JMX メトリックの有効化

以下の手順に従います。

1. catalina.bat ファイルを変更して、CATALINA_OPTS を追加します。
DevTest Solutions にパッケージされている組み込みの Jakarta-Tomcat を使用することもできます。

2. JConsole を使用して Tomcat に接続します。
3. DevTest を起動してステージング ドキュメントを開き、［メトリック］タブに移動します。
4. ［追加］

をクリックします。
5. ［JMX 属性リーダ］を選択して、［OK］をクリックします。
6. ［Tomcat 5.0.28］を選択します。
ユーザ名とパスワード以外のパラメータは事前に入力されています。

7. ［OK］をクリックして、JMX コンソールに接続します。
8. Catalina に固有のいくつかのオブジェクトを選択してリストに追加します。
9. ［OK］をクリックします。
それらの属性がメトリック リストに表示されます。

TIBCO Hawk メトリック
TIBCO Hawk は、分散アプリケーションおよびオペレーティング システムをモニタおよび管理するためのツールです。
その他のモニタリング ソリューションとは異なり、TIBCO Hawk ソフトウェアは通信に TIBCO メッセージング ソフト
ウェアを使用し、その利点の多くを継承しています。これらの利点には、柔軟なアーキテクチャ、エンタープライズ全体
にわたるスケーラビリティ、およびロケーションの透過性を備えた設定が容易な製品コンポーネントが含まれます。

には、テストのコンテキストで分散アプリケーションおよびオペレーティング システムのメトリックをモニタするため
の TIBCO Hawk との統合が標準で用意されています。TIBCO Hawk では、TIBCO BusinessWorks プロセスのアーカイ
ブ用のコンテナ内メトリックが提供されています。TIBCO Hawk を使用することにより、 は、展開されている TIBCO
BusinessWorks プロセスのすべてのアクティビティのメトリックをモニタできます。この統合は、ボトルネックの発生
箇所を把握するために、プロセス内部のピアリングを促進します。

前提条件

このアプリケーションで DevTest を使用するには、1 つ以上のファイルを DevTest で使用できるようにする必要があり
ます。詳細については、「Third-Party ファイル要件」を参照してください。

以下の手順に従います。

1. ステージング ドキュメントを作成します。
2. ステージング ドキュメントの［メトリック］タブで、［追加］

をクリックします。
3. ドロップダウン リストから［TIBCO Hawk］を選択します。
以下のパラメータを使用できます。
– Transport： ［Rendezvous］または［EMS］を選択します。
– Hawk Domain： TIBCO Hawk ドメインを入力します。
– Rendezvous Service
– Rendezvous Network
– Rendezvous Daemon
– EMS Url
– EMS User
– EMS Password
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4. ［OK］をクリックします。
Hawk オブジェクト属性ビューアが開きます。

5. ［Process Archive］を選択して展開します。
6. GetProcessDefinitions メソッドは、［Process Archive］で定義されているプロセス定義を取得します。
7. GetActivities メソッドのパラメータとして［Process Definition Name］を使用します。

TIBCO Hawk には、プロセス アクティビティのメトリックが数多く用意されています。
8. ［Process Definition Name］と［Activity Name］を使用してフィルタを設定します。
9. メソッド戻り値を選択し、［OK］をクリックします。
アクティビティ メトリックが、このステージング ドキュメントを使用してステージングされたテスト ケースに対し
てモニタされるようになります。

TIBCO Hawk は TIBCO Hawk API を介してテスト ケースで呼び出すこともできます。

NOTE
TIBCO Hawk が初期化されて、メトリックをレポートできる状態になるには数分かかります。この状態になっ
たときに、TIBCO は  に通知します。TIBCO Hawk メトリックを収集するステージング ドキュメントを使用す
る場合のタイムアウトを回避するには、lisa.net.timeout.ms をある程度高い値（少なくとも 2 ～ 3 分）に設定
することが重要です。

Windows Perfmon メトリック
Perfmon メトリックは、Microsoft Windows Perfmon を使用して Windows オペレーティング システムのシステム パ
フォーマンスをモニタするメトリックを提供します。これらのメトリックは SNMP メトリックに似ています。

Perfmon メトリックを収集するには、Windows コンピュータで Perfmon を設定する必要があります。

Perfmon の設定の詳細については、「パフォーマンス モニタ（Perfmon）のインストール」を参照してください。

NOTE
リモート コンピュータの Perfmon メトリックを収集している場合は、リモート レジストリ サービスが実行さ
れていることを確認してください。このサービスは、デフォルトでは Windows 7 または Windows 8 上で実行
されません。Windows サービス マネージャからリモート レジストリ サービスを手動で開始する必要がありま
す。

以下の手順に従います。

1. ［メトリック］ダイアログ ボックスから［Windows Perfmon メトリック］を選択し、［OK］をクリックします。
［Windows Perfmon マシン名］ダイアログ ボックスが表示されます。

2. 以下のフィールドに入力します。
– マシン名

Windows インストールのマシン名を入力します。マシン名は、［マイ コンピュータ］を右クリックして［プロパ
ティ］を選択し、［コンピュータ名］タブに移動することによって確認できます。

– ユーザ名
リモート コンピュータのユーザ名を入力します。

– パスワード
リモート コンピュータのパスワードを入力します。

– ドメイン
ドメイン名を入力します。ドメインはオプションです。

3. ［OK］をクリックして続行します。
有効なログイン認証情報を入力すると、使用可能なすべてのメトリック タイプを示すウィンドウが表示されま
す。Windows Perfmon メトリック ウィンドウが表示されます。
Perfmon メトリック ウィンドウには 3 つのパネルがあります。
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– 左側のパネルには、選択されたパフォーマンス カテゴリが表示されます。
– 右上のパネルには、［カウンタの説明］セクションで選択されているカテゴリの説明が表示されます。
– 右下のパネルには、左側のパネルで選択されているメトリックが表示されます。

4. ［パフォーマンス カテゴリ］リストからメトリックを選択します。
このリストには、モニタ可能なカテゴリがすべて表示されます。
– .NET CLR Remoting/ LocksandThreads
– .NET CLR Data/Networking
– Job Objects/Job Object Details
– Performance/RSVP Service
– Memory/Print Queue
– ICMP/Process
– Outlook/Logical disk
– IP/Server/Cache
カテゴリを選択すると、左側のパネルに追加されます。

5. 左側のパネルで目的のメトリックをダブルクリックして、右側のパネルの［モニタ対象として選択されたカウンタ］
テーブルに追加します。

6. 目的の Perfmon メトリックをすべて追加するまで繰り返します。
7. ［OK］をクリックします。

SSH 経由の UNIX メトリック
SSH 経由の UNIX メトリックは、コマンドライン メトリックを収集するために使用されます。このメトリックは、認証
情報、ホスト名、および収集対象として選択されたメトリックなどの入力を収集します。

このメトリック データは、デフォルトでは LISA_HOME/umetrics ディレクトリにある XML ファイルに格納されま
す。local.properties ファイルの stats.unix.xml.folder キーを更新することによって、新しい場所を定義できます。

各 XML ファイルには、オペレーティング システムに基づいて一意のファイル名が付けられています。

• Linux.xml
• osx.xml
• Unix.xml
• windows.xml

この XML ファイルは、特定のオペレーティング システムで収集されるコマンドおよびメトリックに関する情報を提
供するために使用されます。たとえば、Linux オペレーティング システムのコマンドおよびメトリックを収集するに
は、Linux.xml ファイルを LISA_HOME/umetrics フォルダに配置する必要があります。

以下の図は、CPU および disk0 メトリックを収集する iostat の OSX コマンド パーサの例です。
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［リモート マシン詳細の指定］ウィンドウでは、オペレーティング システム（Linux、OS X、または Solaris）を入力し
ます。

リモート コンピュータの詳細を入力します。

• ホスト
• ユーザ

認証タイプを選択し、以下の情報を入力します。

• パスワード
• 秘密鍵
• 暗号化された秘密キー

秘密鍵または暗号化された秘密鍵を使用する場合、秘密鍵ファイルは PEM 形式でプロジェクト下の Data フォルダにあ
る必要があります。［参照］を使用して、ファイルを選択します。

選択するメトリックのセットは、オペレーティング システムによって少し異なります。収集するメトリックを選択する
には、左側の列のチェック ボックスを使用します。

プロパティの説明
このセクションでは、以下のファイル内の各プロパティについて説明します。

2
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DevTest プロパティ ファイル（lisa.properties）
lisa.properties ファイルには、初期化および設定情報が格納されます。

WARNING
lisa.properties ファイルは変更しないでください。

プロパティ ファイルは、 インストール ディレクトリに格納されます。

でこのファイルの内容を表示できます。メイン メニューから［システム］-［Edit Properties］を選択します。

エンタープライズ ダッシュボード プロパティ

• devtest.enterprisedashboard.host=localhost
• devtest.enterprisedashboard.port=1506
エンタープライズ ダッシュボードにコンポーネント、メトリック、および監査情報を送信するために使用するホスト
とポートです。

• lisa.activation.retry.count=3
レジストリがエンタープライズ ダッシュボードを使用してアクティブ化を実行する場合の試行数です。

• devtest.enterprisedashboard.https.enabled=false
エンタープライズ ダッシュボードがスキーマ HTTP または HTTP/S を使用して実行することを示します。

javadoc およびソース コードのパスのカンマ区切りリスト

これらのパスは、クラスおよびパラメータ ドキュメントを示すために使用されます。ドキュメント パスには、Javadoc
へのベース パスであるディレクトリおよび URL を使用できます。以下の例には、Web サイトの JDK ドキュメントが含
まれています。ただし、遅延のため、Web サイトは推奨されていません。lisa.java.docPath=LISA_HOME\examples
\javadoc,[http://java.sun.com/j2se/1.3/docs/api/

lisa.java.docPath=LISA_HOME\examples\javadoc

lisa.java.sourcePath=LISA_HOME\examples\src

このソース パスには、ベース パスおよびソースの JAR または ZIP ファイルとしてディレクトリを使用できます。

lisa.axis.compiler.version=1.4

これは、lisa.axis.compiler.version 1.4 です。

システムのプロパティ

• file.encoding
が読み取りまたは書き込みを行うファイルのエンコーディング。
デフォルト： UTF-8

• lisa.supported.html.request.encodings
HTTP/HTML 要求ステップでサポートするエンコーディングを含めるには、カンマ区切りリストを変更します。ま
た、基盤となる JVM は、このリストのエンコーディングをすべてサポートする必要があります。Web ページがリス
トでサポートされていないエンコーディングを使用している場合、エンコーディングは  のデフォルトのエンコーディ
ング（lisa.properties 内の file.encoding キー）に置き換えられます。また、HTTP/HTML 要求ステップを作成すると
きにエンコーディングが選択されていない場合は、 のデフォルトのエンコーディングが使用されます。
デフォルト： ISO-8859-1、UTF-8、Shift_JIS、EUC-JP

• lisa.supported.jres
デフォルト： 1.7

• org.jfree.report.LogLevel
デフォルト： Error

• javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory
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デフォルト： org.apache.xerces.jaxp.DocumentBuilderFactoryImpl
• javax.xml.parsers.SAXParserFactory
デフォルト： org.apache.xerces.jaxp.SAXParserFactoryImpl

• javax.xml.transform.TransformerFactory
デフォルト： org.apache.xalan.processor.TransformerFactoryImpl

• beanshell.script.default.importsBeanShell Java スクリプト内で常に利用可能である必要があるインポートを定義し
ます。形式： クラスとパッケージの名前をカンマ区切りで入力します。
パッケージがパッケージとして認識されるためには、".*" で終わる必要があります。
たとえば、以下の文字列では、2 つのクラスと 2 つのパッケージがインポートされます。
 beanshell.script.default.imports=com.ca.sv.devtest.util.GenerateString,org.slf4j.*,com.itko.lisa.core.helpers.MobileHelper,com.itko.util.*
 

サーバ プロパティ

• lisa.net.bindToAddress
リスンする IP アドレス。デフォルトでは、LAN 内のすべての IP アドレスをリスンします。この値は特定の IP アド
レスに制限できます。ほかのコンピュータの接続を許可せずに、ローカル接続を許可するには、この値を 127.0.0.1
または localhost に設定します。

NOTE
lisa.net.bindToAddress プロパティは、展開済みの仮想サービスには適用されません。

仮想サービスのバインド アドレスを使用するには、それを仮想サービスのリスン ステップの「Bind address:」
プロパティに指定します。

OS X プロパティ

• apple.awt.brushMetalLook
デフォルト： false

• apple.awt.brushMetalRounded
デフォルト： false

• apple.laf.useScreenMenuBar
デフォルト： true

• apple.awt.showGrowBox
デフォルト： true

• com.apple.mrj.application.growbox.intrudes
デフォルト： true

• com.apple.macos.smallTabs
デフォルト： true

• com.apple.mrj.application.apple.menu.about.name
デフォルト： LISA

• com.apple.mrj.application.live-resize
デフォルト： true

更新通知

lisa.update.every=1

新しいバージョンがダウンロード可能かどうかを  が確認する頻度を制御します。確認を無効にするには、値を空白に設
定します。その他の有効な値は以下のとおりです。

• 0 （すべての起動時に確認）
• 1 （1 日あたり 1 回確認）
• 2 （2 日ごとに確認）、など。
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lisa.update.URL=http://www.itko.com/download/ga/

基本的なデフォルト

lisa.registryName=registry

接続するレジストリのデフォルト名、および名前を指定せずに起動する場合のレジストリのデフォルト名。

lisa.coordName=coordinator

明示的に名前を指定せずに起動され、かつテスト ランナーがコーディネータ サーバを必要とし、コマンドラインでコー
ディネータ サーバを指定しない場合のコーディネータ サーバのデフォルト名。

lisa.simulatorName=simulator

コマンドラインでシミュレータ デーモンを指定しない場合のシミュレータ デーモンのデフォルト名。

lisa.vseName=VSE

明示的に名前を指定せずに起動された場合の仮想環境サーバのデフォルト名。

lisa.defaultRegistry.pulseInterval=30

レジストリのステータス ログ間隔。デフォルト値は 30 秒です。

lisa.coordinator.pulseInterval=30

コーディネータのステータス ログ間隔。デフォルト値は 30 秒です。

lisa.simulator.pulseInterval=30

シミュレータのステータス ログ間隔。デフォルト値は 30 秒です。

lisa.vse.pulseInterval=30

VSE のステータス ログ間隔。デフォルト値は 30 秒です。

lisa.server.projectmap.refresh.pulseInterval=600

サーバ（コーディネータおよびシミュレータ）がファイル パスへのプロジェクト名のマップをリフレッシュする時間間
隔。

lisa.defaultRegistryConnectionTimeoutSeconds=90

レジストリに接続する場合にコーディネータおよびシミュレータが使用するタイムアウト値（秒）。0 の値は、無制限
のタイムアウトを示します。つまり、接続しようとして永久に待機します。

lisa.regex.helper.tutorial.url=http://download.oracle.com/javase/tutorial/essential/regex/

正規表現ヘルパー ウィンドウで正規表現のチュートリアルを表示するための URL。

lisa.hooks=com.itko.lisa.files.SampleHook

にフックを登録します。これらの値はカンマ区切りです。

lisa.project.ignore=CVS|SCCS|RCS|rcs|\.DS_Store|\.svn|vssver\.scc|vssver2\.scc|\.sbas|\.IJI\..*|.*\.pyc|.*\.pyo|\.git|.*
\.hprof|_svn|\.hg|.*\.lib|.*~|__pycache__|\.bundle|.*\.rbc

このプロパティは、プロジェクト ツリーで表示する必要がないファイルのタイプを非表示にできる Java 正規表現です。
デフォルトでは、サードパーティ製品のさまざまな既知の制御ファイルが非表示になっています。デフォルトで非表示に
されているファイルを表示するには、正規表現を変更します。
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HTTP ヘッダ キー プロパティ

HTTP サポートでのヘッダ キーのデフォルト値を以下のリストに示します。変更の利点を活かすには、すべてのテスト
に対してこれらを削除または変更します。単一のテストまたは単一の HTTP トランザクションの実行に対してこれらを
変更するには、テスト ノードに固有のヘッダ ディレクティブを使用します。

• ice.browser.http.agent
値： compatible、MSIE 6.0、Windows NT 5.0
デフォルト： Mozilla/4.0

• lisa.http.header.0.key
デフォルト： Pragma

• lisa.http.header.0.value
デフォルト： no-cache

• lisa.http.header.1.key
デフォルト： Cache-Control

• lisa.http.header.1.value
デフォルト： no-cache

• lisa.http.header.0.key
デフォルト： Accept

• lisa.http.header.0.value
デフォルト： image/gif、image/x-xbitmap、image/jpeg

• lisa.http.header.1.key
デフォルト： Accept-language

• lisa.http.header.1.value
デフォルト： en

• lisa.http.header.2.key
デフォルト： Accept-Charset

• lisa.http.header.2.value
デフォルト： iso-8859-1,*,utf-8

• lisa.http.header.3.key
デフォルト： User-Agent

• lisa.http.header.3.value
デフォルト： Mozilla/4.0, MSIE 6.0; Windows NT 5.0

HTTP フィールド エディタ プロパティ

HTTP フィールド エディタに表示されるフィールドのデフォルトを、以下のリストに示します。エディタによって自動
的に追加されるため、「Authentication」を含めないでください。

• lisa.gui.http.fieldNames
値： Accept,Accept-Language,User-Agent,Connection

• lisa.webrecorder.textMIMEs
値： html,text,magnus-internal,application/pdf

• lisa.webrecorder.notTextMIMEs
値： css,script

• lisa.webrecorder.alwaysIgnore
値： .gif,.jpg,.jpeg,.css,.js,.ico

• lisa.web.ntlm
テスト ランナーでの NTLM 認証を有効にします。
デフォルト： true
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テスト ケースの実行パラメータ

lisa.hotDeploy=C\Projects\Lisa\custom_classes

この設定は、カスタム クラスを探す場所を、 に組み込まれているクラスローダに指示します。デフォルトは
$LISA_HOME\hotDeploy です。

lisa.overloadThreshold=1000

テスト ノードは、予期された反応時間の長さではなく、反応時間内のスリープした実際の時間の長さを確認することに
より、シミュレータがスラッシングしているかどうかを判断しようとします。この設定は、シミュレータが過負荷状態で
あるという警告テスト イベントを送信するまでに許容できる反応時間の追加の「スリップ」の長さです。デフォルトの
1000 は、シミュレータが予期された時間よりも 1 秒多くスリープした場合（コンピュータの CPU の容量不足が原因と
推定される場合）、テスト イベントが生成されることを意味します。

lisa.webservices.encode.empty.xmlns=true

一部の Web サービス サーバ スタックは、SOAP 要求（jbossWs など）に空の xmlns 文字列を必要とします。Amazon
などのその他の SOAP 要求は、空の xmlns では動作しません。コールするスタックに合わせてこのプロパティを変更し
ます。

lisa.webservices.encode.version=1.1

クライアント スタブの生成に対して強制するエンコーディング バージョンを設定します。デフォルトは 1.1 です。

lisa.tm.sys.min.millis=0

lisa.tm.sys.max.millis=0

新しいシステム ステップのデフォルトの反応時間（ミリ秒）。システム ステップには、サブプロセス、続行、続行（ク
ワイエット）、失敗、終了が含まれます。

lisa.numFilters.warning=100

lisa.numAsserts.warning=100

場合によって、フィルタおよびアサーションがテスト ステップに動的に追加されます。負荷テストでは、何千ものア
サート/フィルタが存在する可能性があります。上記の 2 つの数値は、ログが WARN レベル メッセージを生成するまで
のしきい値です。

lisa.exception.on.num.exceeded=true

しきい値を超えた場合に TestDefException （テストの強制終了）を生成するかどうか。

lisa.urltrans.encode.queryparams=false

このプロパティを false に設定すると、ステップの実行時に HTTP/HTML URL 内のクエリ パラメータはデコード/エン
コードされません。

lisa.generic.url.decoder=true

7.0.0 以前で作成された HTTP/HTML 要求ステップがあるテスト ケースを  7.1.1 以降で開く場合に、このプロパティを
true に設定します。

テスト イベント処理のカスタマイズ

lisa.perfmon.snmp.port=1161

StatKeeper は、Windows Perfmon、JMX、SNMP などのプラットフォーム固有のモニタをラップまたは実装する
Perfmon 統合クラスをロードできます。 には、Windows パフォーマンス モニタまたは SNMP エージェントのいずれか
（両方ではない）への統計出力の生成をサポートする Perfmon DLL クラスおよび SNMP クラスが用意されています。詳
細については、SNMP のドキュメントを参照してください。SNMP 用の通常のポートは 161 ですが、それを使用するに
は、root である必要があります。
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lisa.perfmon.class=com.itko.lisa.stats.snmp.SnmpPerfmon

パフォーマンス モニタにネイティブ OS データを提供できるツールがある場合、そのツールに ༔༔ データをプッシュで
きるクラスを実装し、ここにそのクラス名を指定できます。

lisa.perfmon.dll=/c:/Projects/Lisa/PerfmonJNI/LISAPerfmonJNI/Debug/LISAPerfmonJNI.dll

StatKeeper への Windows Perfmon 統合には、Windows （ネイティブ）実装用の「DLL」設定があります。ここに、フ
ル パス/ファイルを指定します。PerfmonStatKeeperWindows を使用する場合は、この指定のみが必要です。

シミュレータは、RMI の通信を減らすため、個別のスレッドおよびキューを使用してコーディネータにテスト イベント
を送信します。これらは、デーモン スレッドにイベントをプッシュさせるしきい値です。最小サイズまたは最大待機時
間を使用します（長くかかりすぎるか、または多すぎる場合、それらをポストします）。

lisa.eventPoolPoll=250

キュー サイズまたは最大待機時間を超えたかどうかの確認を行う頻度（ミリ秒）。

lisa.eventPoolSize=64

送信する前に取得する最大サイズ。

lisa.eventPoolMaxWait=1000

イベントを転送しないままにしておく時間の長さ。

テスト マネージャ/エディタ プロパティ

• gui.show.memory.status
デフォルト： false

• lisa.screencap.delay.seconds
デフォルト： 6

• lisa.screencap.dir
デフォルト： LISA_HOME\screens

• lisa.screen.cap.prefix
デフォルト： lisa-screencap-

• lisa.earsubdir.endingnamepart
デフォルト： -contents

• lisa.model.editor.inspector.scale
このプロパティは、モデル エディタのモデルおよびステップ インスペクタのアイテムの「スケール」（主にフォン
ト サイズ）を設定します。1.0 は 12 ポイントです。したがって、このプロパティの値は、設定したいポイント数を
12 で割ることによって定義します。たとえば、11 ポイントは 11/12 = 0.92、10 ポイントは 10/12 = 0.83 （デフォル
ト）、14 ポイントは 14/12 = 1.17 です。
デフォルト： 0.83

• lisa.stats.decimalFormat
一部の組み込みのメトリック（1 秒あたりのステップ数）では、浮動小数点値を表示するために Java DecimalFormat
を使用します。小数点を使用しない場合は、この値を「######」にするか、http://download.oracle.com/javase/6/
docs/api/java/text/DecimalFormat.html を参照して一連の表示から選択してください。
デフォルト： ###,###.#

• lisa.editor.custJavaNodeEditor.classes
これは、テスト ケースに含めるすべてのカスタム Java テスト ノードのカンマ区切りリストです。

• lisa.editor.combined.report.type
• lisa.gui.log4jfmt
このプロパティは、［システム メッセージ］ウィンドウのメッセージの形式を制御します。
デフォルト： %-5p - %m%n

• lisa.editor.http.recorderPort
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HTTP レコーダはこのポートにバインドされます。
デフォルト： 8010

• lisa.editor.proxy.webProxySupport
デフォルト： on

J2EE サーバ パラメータ

lisa.prefill.jndiNames= JBOSS=org.jnp.interfaces.NamingContextFactory
Weblogic=weblogic.jndi.WLInitialContextFactory
Websphere=com.ibm.websphere.naming.WsnInitialContextFactory
Borland Enterprise Server=com.inprise.j2ee.jndi.CtxFactory
iPlanet/Sun AS=com.sun.jndi.cosnaming.CNCtxFactory

lisa.prefill.jndiUrlPrefix= JBOSS=jnp://
Weblogic=t3://
Websphere=iiop://
Borland Enterprise Server=iiop://
iPlanet/Sun AS=iiop://

lisa.prefill.jndiDefPort= JBOSS=1099
Weblogic=7001
Websphere=2809
Borland Enterprise Server=1099
iPlanet/Sun AS=1099

lisa.prefill.jndiNeedsClass= JBOSS=false
Weblogic=false
Websphere=true
Borland Enterprise Server=true
iPlanet/Sun AS=true

lisa.prefill.jndiFactories= org.jnp.interfaces.NamingContextFactory
weblogic.jndi.WLInitialContextFactory
com.ibm.websphere.naming.WsnInitialContextFactory
com.webmethods.jms.naming.WmJmsNamingCtxFactory
com.tibco.tibjms.naming.TibjmsInitialContextFactory
com.inprise.j2ee.jndi.CtxFactory
com.sun.jndi.cosnaming.CNCtxFactory
fiorano.jms.runtime.naming.FioranoInitialContextFactory

lisa.prefill.jndiServerURLs= jnp://SERVER:1099&t3://SERVER:7001
iiop://SERVER:PORT
tibjmsnaming://SERVER:7222&iiop://SERVER:PORT
iiop://localhost:9010&wmjmsnaming://Broker
#1@SERVER:PORT/JmsAdminTest

lisa.editor.URLTransEditor.protos= http,https
lisa.editor.URLTransEditor.hosts=
lisa.editor.URLTransEditor.ports= 80,443
lisa.editor.URLTransEditor.files=
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lisa.prefill.jdbc.names= Oracle
SQL Server
WLS Oracle
JDataStore
Sybase
DB2
MySQL
Derby

lisa.prefill.jdbc.jdbcDrivers= oracle.jdbc.driver.OracleDriver
com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
com.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver
weblogic.jdbc.oci.Driver
com.borland.datastore.jdbc.DataStoreDriver
com.sybase.jdbc.SybDriver
com.ibm.db2.jcc.DB2Driver
org.gjt.mm.mysql.Driver
org.apache.derby.jdbc.ClientDriver

lisa.prefill.jdbc.jdbcConnectionURLs= jdbc:oracle:thin:@SERVER:1521:SIDNAME
jdbc:sqlserver://SERVER:PORT;databasename=DBNAME
jdbc:microsoft:sqlserver://SERVER:PORT
jdbc:weblogic:oracle:TNSNAME
jdbc:borland:dslocal:DBNAME
jdbc:sybase:Tds:SERVER:PORT/DBNAME
jdbc:db2://SERVER:PORT/DBNAME
jdbc:mysql://SERVER:PORT/DBNAME
jdbc:derby://DBSERVER:DBPORT/DBNAME

内部レンダリングに使用するネイティブ ブラウザ情報

lisa.internal.browser.on=true

lisa.internal.browser.win=com.itko.lisa.web.jfxbrowser.JFxBrowserUtils

lisa.internal.browser.win.jxb.type=Default

lisa.internal.browser.osx=com.itko.lisa.web.jfxbrowser.JFxBrowserUtils

lisa.internal.browser.linux=com.itko.lisa.web.jfxbrowser.JFxBrowserUtils

#lisa.internal.browser.sol-sparc=null

#lisa.internal.browser.imgs=false

WR タイプ： mozilla、safari、msie

#lisa.internal.browser=msie

lisa.internal.browser.swing.heavy=false

lisa.internal.browser.usejsinviews=yes

lisa.example.wsdls=http://localhost:8080/itko-examples/services/UserControlService?wsdl

テスト マネージャ/モニタ プロパティ

• monitor.events.maxrows
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テスト実行時にテスト マネージャで保持されるイベント行の最大数。保持されるオブジェクトの数は、この数の 2 倍
です。
デフォルト： 500

• lisa.tm.sysmess.size
システム メッセージ ウィンドウの最大サイズ。消費されるメモリはこの値の 2 倍です。
デフォルト： 10240

ビルトイン文字列ジェネレータ パターン

lisa.patterns.stringgenerator.types=&Phone=(DDD)DDD-DDDD, &SSN=DDD-DD-DDDD, &Date=Lll-DD-DDDD,
&Zip=D*(5)

JMX 情報

lisa.jmx.types com.itko.lisa.stats.jmx.JSE5Connection
com.itko.lisa.stats.jmx.TomcatConnection
com.itko.lisa.stats.jmx.JBossConnection
com.itko.lisa.stats.jmx.JSR160RMIConnection
com.itko.lisa.stats.jmx.WeblogicConnector
com.itko.lisa.stats.jmx.Weblogic9Connector
com.itko.lisa.stats.jmx.WebsphereSOAPConnection
com.itko.lisa.stats.jmx.ITKOAgentConnection
com.itko.lisa.stats.jmx.OracleASConnector

lisa.jmx.typeprops com.itko.lisa.stats.jmx.JSE5Connection=LISA_JMX_JSE5
com.itko.lisa.stats.jmx.TomcatConnection=LISA_JMX_TOMCAT5
com.itko.lisa.stats.jmx.JBossConnection=LISA_JMX_JBOSS3240
com.itko.lisa.stats.jmx.JSR160RMIConnection=LISA_JMX_JSR160RMI
com.itko.lisa.stats.jmx.Weblogic9Connector=LISA_JMX_WLS9
com.itko.lisa.stats.jmx.WeblogicConnector=LISA_JMX_WLS6781
com.itko.lisa.stats.jmx.OracleASConnector=LISA_JMX_OC4J
com.itko.lisa.stats.jmx.WebsphereSOAPConnection=LISA_JMX_WASSOAP5X
com.itko.lisa.stats.jmx.ITKOAgentConnection=LISA_JMX_ITKOAGENT

通常、これらのパラメータに対して必要なものはありません。

• LISA_JMX_JSR160RMI
デフォルト： LISA_HOME/lib/mx4j.lib

• LISA_JMX_ITKOAGENT
デフォルト： LISA_HOME/lib/mx4j.lib

• LISA_JMX_JSE5
JSE 5 を実行する場合、このプロパティを変更する必要はありません。バージョンが正しいという前提で、必要なも
のが含まれる jbossall-client を出荷しています。

• LISA_JMX_JBOSS3240
デフォルト： LISA_HOME/lib/mx4j.lib{{path.separator}}LISA_HOME/hotDeploy/jbossall-client.jar

• LISA_JMX_TOMCAT5
このパラメータは Tomcat 用です。
デフォルト： LISA_HOME/lib/mx4j.lib{{path.separator}}LISA_HOME/hotDeploy/mx4j-tools.jar

• LISA_JMX_WLS9
デフォルト： LISA_HOME/hotDeploy/weblogic.jar{{path.separator}}LISA_HOME/hotDeploy/wljmxclient.jar

• LISA_JMX_WLS6781
このパラメータは、使用する weblogic.jar の場所に変更する必要があります。wlclient.jar はすべて機能します。
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デフォルト： LISA_HOME/hotDeploy/weblogic.jar

Oracle AS

• LISA_JMX_OC4J
デフォルト： LISA_HOME/lib/oc4jclient.jar{{path.separator}}LISA_HOME/lib/adminclient.jar

IBM WebSphere

• LISA_JMX_WASSOAP5X
の使用を開始するまでは IBM/WAS クラスパスを使用し、これを空白のままにするほうが簡単です。
デフォルト： LISA_HOME/lib/mx4j.lib

• lisa.alert.email.emailAddr
パフォーマンス モニタリング アラートを使用する場合、このパラメータはそれらのアラートの「送信元」の電子メー
ル アドレスです。
形式： lisa@itko.com

• lisa.alert.email.defHosts
このパラメータは、電子メールのルーティングを試みる電子メール サーバ（SMTP サーバ）です。
デフォルト： localhost

• lisa.alert.email.smtpPort
このパラメータは、SMTP サーバが実行されるポートを指定します。

• lisa.rundoc.builtins
値:
– com.itko.lisa.files.1user1cycle.stg
テスト ケースを 1 人のシミュレートされたユーザで 1 回実行します

– com.itko.lisa.files.1user1cycle0think.stg
テスト ケースを 1 人のシミュレートされたユーザで反応時間なしで 1 回実行します

– com.itko.lisa.files.1user1min.stg
テスト ケースを 1 人のシミュレートされたユーザで 1 分間実行し、必要に応じてテストを再起動します

– com.itko.lisa.files.1user5min.stg
テストを 5 分間ステージングし、必要に応じて再起動します

– com.itko.lisa.files.1usernonstop.stg
手動で停止されるまでこのテストを実行します

– com.itko.lisa.files.5user1min.stg
このテストを 5 人の仮想ユーザで 1 分間実行します

• lisa.auditdoc.builtins
デフォルト： com.itko.lisa.files.DefaultAudit.aud

テスト マネージャ/対話型テスト ランのプロパティ

• lisa.tm.itr.max.delay.seconds
デフォルト： 5

外部コマンド シェル

test.cmde.win.shell=cmd /c

test.cmde.unix.shell=sh -c

test.cmde.Windows.NT.(unknown).shell=cmd /c

テスト パラメータ

lisa.props.blankOnMissing=true
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キーが正しくない場合に、 にキーを空の文字列に置換させる場合に使用するプロパティ。

lisa.test.custevents=&101="Custom Event 101"; &102="Custom Event 102"

カスタム イベント： 最初に許可されているイベント番号は 101 です。したがって、ここでは例として 2 つの番号を示し
ました。

lisa.SimpleWebFilter.responseCodeRegEx=[45] d d

lisa.fsss.dateformat=MM/dd/yyyy hh:mm:ss a

Quartz のスケジューラ インスタンスの作成に StdSchedulerFactory が使用するプロパティ

主なスケジューラ プロパティの設定

• org.quartz.jobStore.class
デフォルト： org.quartz.simpl.RAMJobStore

• org.quartz.threadPool.class
デフォルト： org.quartz.simpl.SimpleThreadPool

• org.quartz.threadPool.threadCount
デフォルト： 5

• lisa.meta-refresh.max.delay
デフォルト： 5

TM のプラットフォーム固有のパラメータ

• lisa.tm.exec.unix
デフォルト： xterm -e {0}

• lisa.tm.exec.win
デフォルト： cmd /c start {0}

• lisa.tm.exec.osx
デフォルト： open -a /Applications/Utilities/Terminal.app {0}

Swing テストのサポートによって使用されるプロパティ

• lisa.swingtest.client.logging.properties.file
SwingTestProgramStarter でカスタム Log4J ログ プロパティ ファイルを使用するには、コメントを外します。
デフォルト： C:/Lisa/swingtestclient-logging.properties

ライセンス設定

• laf.request
デフォルト： laf/license.do

• laf.default.url
デフォルト： https://license.itko.com

• laf.displaysetting
デフォルト： true

レポート プロパティ

• lisa.reporting.defaultPageSize
値： A4 | letter

JPA レポート プロパティ

• rpt.eclipselink.ddl-generation
デフォルト： create-tables

• rpt.eclipselink.ddl-generation.output-mode
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デフォルト： database
• rpt.eclipselink.validateschema
デフォルト： false

• perfmgr.rvwiz.whatrpt.autoExpire
デフォルト： true

• perfmgr.rvwiz.whatrpt.expireTimer
期限切れのレポートを確認するには、autoExpire = true に設定します。整数の後に文字（m = 月、w = 週、d = 日、h
= 時間）を付加して有効期間を設定します。デフォルトの有効期間は 30d （30 日）です。
デフォルト： 30d

• rpt.hibernate.validateschema
レポート データベースのスキーマを検証します。デフォルトでは、レジストリのみがスキーマを検証します。
デフォルト： false

• lisa.0.registry.local.autoshutdown
デフォルト： true

• lisa.8.registry.local.autoshutdown
デフォルト： true

• lisa.10.registry.local.autoshutdown
デフォルトの動作では、ローカル レジストリが自動的に起動された場合、自動的にはシャットダウンされません。例
外は、、VSE、および VSE ワークステーションです。
デフォルト： true

• lisa.4.registry.local.autoshutdown
デフォルト： false

• lisa.5.registry.local.autoshutdown
JUnit およびテスト ランナーでは、レジストリを自動シャットダウンしないでください。
デフォルト： false

Eclipse コネクタに使用されるプロパティ

• lisa.eclipse.connector.port
デフォルト： 8546

VSE プロパティ

• lisa.magic.string.min.length
マジック ストリングを構成するために必要な引数と見なされる、VSE トランザクション要求の引数値の最小長を定義
します。
デフォルト： 3

• lisa.magic.string.word.boundary.type
マジック ストリングの内容の VSE での検索が単語境界とどのように関連するかを定義します。
値:
– none： 単語境界は問題ではありません。
– start： マジック ストリングの候補は単語境界で始まる必要があります。
– end： マジック ストリングの候補は単語境界で終了する必要があります。
– both： マジック ストリングの候補は完全な単語として検索される必要があります。つまり、両端が単語境界で
す。

デフォルト： both
• lisa.magic.string.exclusion
マジック ストリングの候補とする文字列から特定の文字列を除外するかどうかを指定します。
値： Yes、YES、yes、No、NO、no、true、True、TRUE、false、False、FALSE、__NULL
デフォルト： Yes、YES、yes、No、NO、no、true、True、TRUE、false、False、FALSE、__NULL

• lisa.magic.string.xml.tags
XML タグ内のテキストをマジック ストリングに変更するかどうかを指定します。
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デフォルト： false
• lisa.vse.server.dir.full.service.name=false
複数の VSE インスタンスが異なるコンピュータ上で同じインストール ディレクトリから実行されるかどうかを指定
します。実行される場合、このプロパティのコメントを外して true に設定します。
デフォルト： false

• lisa.vse.response.xml.prettyprint
VSE が XML 応答を記録する場合、サービス イメージ内の XML をフォーマットするかどうかを指定します。デフォ
ルトの false は、 が XML に対する整形、フォーマット、または改行の追加を行わないことを示します。XML が 1 つ
の長い文字列として受信された場合、 ではそのように表示されます。
デフォルト： false

• lisa.vse.remember.execution.mode
VSE ダッシュボードで仮想サービスに設定した実行モードを VSE が記憶する必要があるかどうかを指定します。
シャットダウン時に VSE が実行モードを記憶しないようにする場合は、このプロパティをコメント アウトします。
デフォルト： true

• lisa.vse.match.event.buffer.size
VSE で一致する関連イベントがバッファされる数を定義する、各 VS モデルのイベントの数を設定します。このプ
ロパティは、各 VS モデルのイベントの数を設定します。たとえば、2 つの VS モデルが 100 のデフォルト イベント
バッファ サイズで展開されている場合、200 のイベントがバッファされます。これらのイベントは、VSE ダッシュ
ボードの VS モデル検査ページの［一致］タブのソースです。
デフォルト： 100

• lisa.vse.request.event.set.buffer.size
イベントの完全なセットがバッファされる、VSE のインバウンド要求の数を定義します。このプロパティは、各 VS
モデルのイベントの数を設定します。たとえば、2 つの VS モデルが 5 のデフォルト要求バッファ サイズで展開され
ている場合、10 セットのイベント（インバウンド要求ごとにグループ化）がバッファされます。イベントのこれらの
セットは、VSE ダッシュボードの VS モデル検査ページの［イベント］タブのソースです。
パフォーマンス上の理由から、VSE は 50 のイベントを保持して処理します。この制限により、イベントが処理
キューから削除されて、検査ビューに表示されないことがあります。イベントの切り捨てを阻止するには、イベント
処理キューのサイズを拡大することができます。ただし、このアクションによってメモリ使用量が増加し、パフォー
マンスが低下する可能性があります。
デフォルト： 5

• lisa.vse.si.text.editor.order
自動検出を使用する場合に登録済みの VSE テキスト応答エディタがクエリされる順番を定義します。一意にするため
に十分なクラス名の「右端」だけが必要です。
値： XMLTextEditor、JSONTextEditor
デフォルト： デフォルトのテキスト エディタ

• lisa.tm.def.min.millis
新しい「標準」ステップのデフォルトの最短反応時間（ミリ秒）を定義します。
デフォルト： 500

• lisa.tm.def.max.millis
新しい「標準」ステップのデフォルトの最長反応時間（ミリ秒）を定義します。
デフォルト： 1000

• lisa.vse.rest.max.optionalqueryparams
WADL、Swagger、または RAML ファイルにおいて 1 つのメソッドで使用するオプションのクエリ パラメー
タの最大数を指定します。これらのファイルにおけるオプションのクエリ パラメータの数が、指定された
lisa.vse.rest.max.optionalqueryparams の値よりも多い場合、最初から数えて lisa.vse.rest.max.optionalqueryparams
の値に等しい個数のパラメータのみが、トランザクションを作成するために使用されます。
デフォルト： 5

• lisa.vse.http.skip.rfc3986
true に設定すると、DevTest で HTTP 要求 URI を処理するときに RFC 3986 標準の適用がスキップされます。この
プロパティは、レコーディング ライブ トラフィックからの仮想サービスの作成、仕様（Swagger、WSDL、WADL）
からのインポート、または要求/応答ペアからのインポート時に使用されます。このプロパティはデフォルトでは
false で、既存の機能を維持します。ワークステーションから初めて REST DPH ルールを生成する場合は、REST ア
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ナライザが、他の DPH （スクリプタブル DPH など）で記録され、変更された可能性のあるものから最新の URL/操
作を反映していることを確認します。
デフォルト： false

Date-Checker Properties

VSE 日付ユーティリティは、以下のプロパティを使用して、どの日付パターンが日付の詳細な変換に有効であると見な
すかを決定します。以下の各エントリは、VSE が日付の一部と見なす正規表現を表しています。

• lisa.vse.datechecker.dayregex
((\[12\]\\d)\|(3\[01\])\|(0?\[1-9\]))

• lisa.vse.datechecker.monthnumberregex
((1\[012\])\|(0 \\d)\|0\[1-9\]\|\[1-9\])

• lisa.vse.datechecker.monthalpharegex
(\\bJAN\\b\|\\bFEB\\b\|\\bMAR\\b\|\\bAPR\\b\|\\bMAY\\b\|\\bJUN\\b\|\\bJUL\\b\|\\bAUG\\b\|\\bSEP\\b\|\\bOCT\\b\|\\bNOV\\b
\|\\bDEC \\b)

• lisa.vse.datechecker.yearlongregex
\\d\\d\\d\\d

• lisa.vse.datechecker.yearshortregex
\\d\\d

• lisa.vse.datechecker.timeregex
(\\s?((\[012\]? \\d)\|(2\[0123\]))\:((\[012345\] \\d)\|(60))\:((\[012345\] \\d)\|(60)))

• lisa.vse.datechecker.time.hhmmssregex
((\[012\]? \\d)\|(2\[0123\]))\:((\[012345\] \\d)\|(60))\:((\[012345\] \\ d)\|(60))

• lisa.vse.datechecker.time.millisregex
((\[012\]?\\d)\|(2\[0123\]))\:((\[012345\]\\d)\|(60))\:((\[012345\]\\d)\|(60))\\.(( \\d \\d \\d)\|0)

• lisa.vse.datechecker.time.millis.zoneregex
((\[012\]?\\d)\|(2\[0123\]))\:((\[012345\] \\d)\|(60))\:((\[012345\] \\ d)\|(60)) \\.((\\d \\d \\d)\|0) \\s(\[A-Za-z\]\[A-Za-z\]\[A-Za-z
\])

• lisa.vse.datechecker.wstimestampregex
\\d\\d\\d\\d-((1\[012\])\|(0\\d)\|0\[1-9\]\|\[1-9\])-((\[12\]-\\-d)\|(3\[01\])\|(0?\[1-9\]))T((\[012\]?-\\-d)\|(2\[0123\]))\:((\[012345\]-\
\-d)\|(60))\:((\[012345\]-\\-d)\|(60))-\\-.-\\-d-\\-d-\\-d\[-+\]\\d\\d\\d \\d

• lisa.vse.datechecker.ddmmmyyyyregex
((\[12\]\\d)\|(3\[01\])\|(0?\[1-9\]))(JAN\|FEB\|MAR\|APR\|MAY\|JUN\|JUL\|AUG\|SEP\|OCT\|NOV\|DEC)\\d \\d \\d \\d

• lisa.vse.datechecker.mmmddyyyyregex
(JAN\|FEB\|MAR\|APR\|MAY\|JUN\|JUL\|AUG\|SEP\|OCT\|NOV\|DEC)((\[12\]\\d)\|(3\[01\])\|(0?\[1-9\]))\\d \\d \\d \\d

• lisa.vse.datechecker.yyyyddmmmregex
\\d\\d \\d \\d((\[12\] \\d)\|(3\[01\])\|(0?\[1-9\]))(JAN\|FEB\|MAR\|APR\|MAY\|JUN\|JUL\|AUG\|SEP\|OCT\|NOV\|DEC)

• lisa.vse.datechecker.yyyymmmddregex
\\d\\d\\d\\d(JAN\|FEB\|MAR\|APR\|MAY\|JUN\|JUL\|AUG\|SEP\|OCT\|NOV\|DEC)((\[12\] \\d)\|(3\[01\])\|(0?\[1-9\]))

• lisa.vse.datechecker.ddmmmregex
((\[12\]\\d)\|(3\[01\])\|(0?\[1-9\]))(JAN\|FEB\|MAR\|APR\|MAY\|JUN\|JUL\|AUG\|SEP\|OCT\|NOV\|DEC)

• lisa.vse.datechecker.mmmddregex
(JAN\|FEB\|MAR\|APR\|MAY\|JUN\|JUL\|AUG\|SEP\|OCT\|NOV\|DEC)((\[12\]\\d)\|(3\[01])|(0?\[1-9\]))

• lisa.vse.datechecker.ddmmmyyregex
((\[12\]\\d)\|(3\[01\])\|(0?\[1-9\]))(JAN\|FEB\|MAR\|APR\|MAY\|JUN\|JUL\|AUG\|SEP\|OCT\|NOV\|DEC)\\d\\d

VSE では、以下の各エントリは日付の一部として有効なパターンを表します。

lisa.vse.datechecker.dayformat

形式： dd

• lisa.vse.datechecker.monthnumberformat
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形式： MM
• lisa.vse.datechecker.monthalphaformat
形式： MMM

• lisa.vse.datechecker.yearlongformat
形式： yyyy

• lisa.vse.datechecker.yearshortformat
形式： yy

• lisa.vse.datechecker.timeformat
形式： HH:mm:ss

• lisa.vse.datechecker.time.hhmmssformat
形式： HH:mm:ss

• lisa.vse.datechecker.time.millisformat
形式： HH:mm:ss.SSS

• lisa.vse.datechecker.time.millis.zoneformat
形式： HH:mm:ss.SSS z

• lisa.vse.datechecker.wstimestampformat
形式： yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ

以下の日付パターンは、少なくとも日、月、および年を含む上記のパターンの組み合わせを使用しないと構成できませ
ん。

lisa.vse.datechecker.mmmddyyyy.separatorformat

形式： MMM*dd*yyyy

• lisa.vse.datechecker.mmddyyyy.separatorformat
形式： MM*dd*yyyy

• lisa.vse.datechecker.ddmmmyyyy.separatorformat
形式： dd*MMM*yyyy

• lisa.vse.datechecker.ddmmyyyy.separatorformat
形式： dd*MM*yyyy

• lisa.vse.datechecker.yyyymmmdd.separatorformat
形式： yyyy*MMM*dd

• lisa.vse.datechecker.yyyymmdd.separatorformat
形式： yyyy*MM*dd

• lisa.vse.datechecker.ddmmmyyyyformat
形式： ddMMMyyyy

• lisa.vse.datechecker.mmmddyyyyformat
MMMddyyyy

• lisa.vse.datechecker.yyyyddmmmformat
形式： yyyyddMMM

• lisa.vse.datechecker.yyyymmmddformat
形式： yyyyMMMdd

• lisa.vse.datechecker.ddmmmyyformat
形式： ddMMMyy

• lisa.vse.datechecker.ddmmmformat
形式： ddMMM

• lisa.vse.datechecker.mmmddformat
形式： MMMdd

• lisa.vse.datechecker.separators
日付形式で使用する有効な区切り文字を定義します。
値： -/.
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例： lisa.vse.datechecker.separators=/ sets ‘/’ as a separator as in 10/15/2011.
• lisa.vse.datechecker.top.priorityorder=lisa.vse.datechecker.wstimestampformat
日付パターンに一致する順序を定義します。lisa.vse.datechecker.separators で定義されている区切り文字によっ
て、アスタリスクが置換されます。
例： MM*dd*yy から 4 つの日付パターン、「MM-dd-yyyy」、「MM dd yyyy」、「MM/dd/yyyy」、「MM.dd.yyyy」
が生成されます。

lisa.vse.datechecker.date.priorityorder

lisa.vse.datechecker.mmmddyyyy.separatorformat&\
lisa.vse.datechecker.mmddyyyy.separatorformat&\
lisa.vse.datechecker.ddmmmyyyy.separatorformat&\
lisa.vse.datechecker.ddmmyyyy.separatorformat&\
lisa.vse.datechecker.yyyymmmdd.separatorformat&\
lisa.vse.datechecker.yyyymmdd.separatorformat&\
lisa.vse.datechecker.mmmddyyyyformat&\
lisa.vse.datechecker.ddmmmyyyyformat&\
lisa.vse.datechecker.yyyyddmmmformat&\
lisa.vse.datechecker.yyyymmmddformat&\
lisa.vse.datechecker.ddmmmyyformat

lisa.vse.datechecker.time.priorityorder

lisa.vse.datechecker.time.millis.zoneformat&\
lisa.vse.datechecker.time.millisformat&\
lisa.vse.datechecker.time.tenthsformat&\
lisa.vse.datechecker.time.hhmmssformat

lisa.vse.datechecker.mmmddformat&\
lisa.vse.datechecker.ddmmmformat

lisa.vse.datechecker.months

値： JAN、FEB、MAR、APR、MAY、JUN、JUL、AUG、SEP、OCT、NOV、DEC

lisa.vse.datechecker.coarse.year.regex

形式： (?ism).*((\\d[./-](19|20)[0-9]{2})|((JAN|FEB|MAR|APR|MAY|JUN|JUL|AUG|SEP|OCT|NOV|DEC)[. /-](19|20)[0-9]{2})|
((19|20)[0-9]{2}[. /-][0-9]{2})).*

年に似ている何かがペイロードに含まれるかどうかを判定する、大まかなレベルのテストを定義します。一致しすぎない
ようにするために、月情報や標準的な日付区切り文字（-、/、. など）のような、その他の識別情報を付近で探します。

年がその他の 4 桁の数と区別しにくい場合、このパターンは一致しない可能性があります。その場合、マジック デート
は見つかりません。以下のいずれかの解決方法を試行します。

• この正規表現を調整する
• 以下に示す、より許容度の高い形式を試行する

lisa.vse.datechecker.coarse.year.regex

形式： (?ism).*((\\d[./-]?(19|20)[0-9]{2})|((JAN|FEB|MAR|APR|MAY|JUN|JUL|AUG|SEP|OCT|NOV|DEC)[. /-]?(19|20)[0-9]
{2})|((19|20)[0-9]{2}[. /-]?[0-9]{2})).*

年に似ている何かがペイロードに含まれるかどうかを判定する、上記のものより許容度の高い、大まかなレベルのテスト
を定義します。日付が認識されていない場合、この正規表現によって日付が見つかる場合があります。一致しすぎないよ
うにするために、月情報や標準的な日付区切り文字（-、/、. など）のような、その他の識別情報を付近で探します。

ただし、この正規表現はパフォーマンスに影響する可能性があります。この正規表現に一致する日付が多すぎる場合、適
用可能でない状況で上記のパターンが実行されています。大きなペイロードに対して多数の正規表現パターンを実行する
と、時間がかかることがあります。
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VSE JMS メッセージング - 無視されるカスタム JMS プロパティ

• vse.jms.ignore.proplist
一部の JMS プラットフォームでは、それらが送信する JMS メッセージに余分なカスタム プロパティが含まれていま
す。これらのプロパティは、VSE の作成を妨げる可能性があります。vse.jms.ignore.proplist には、VSE メッセー
ジング レコーダで JMS サービスを記録する場合に無視する必要があるプロパティのリストが含まれます。その形式
は、正規表現のカンマ区切りリストです。デフォルトでは、標準 JMS 拡張プロパティ（JMSX）および JBoss カスタ
ム ブックキーピング プロパティ（JMS_.）を除外します。
デフォルト： JMSX.*、JMS_.*

VSE レコーダ会話バッチ サイズ

• lisa.vse.recorder.conversation.batch.size
データベースにコミットする前に処理する会話の数を定義します。サイズの大きな少数の会話がある場合は、この数
を小さくします。サイズの小さい多数の会話がある場合は、この数を大きくします。バッチ サイズ <= 0 は、バッチ
サイズ 1 と同じです。
デフォルト： 10

VSE サービス イメージ データベース設定

• eclipselink.ddl-generation
デフォルト： create-tables

• eclipselink.ddl-generation.output-mode=database
サービス イメージのリポジトリとして使用するデータベースを定義します。VSE は、オープン ソースの EclipseLink
JPA プロバイダを使用します。デフォルトでは、サービス イメージのリポジトリとしてレポート データベースを使
用します。
デフォルト：  レポート データベース

VSE スキーマの検証

• lisa.eclipselink.query.warn.threshold
EclipseLink がクエリのタイミングを調整するように設定されている場合（デフォルトの場合）、この値
は、com.itko.lisa.vse.stateful.model.SqlTimer ロガーによって WARN レベル メッセージが記録される前に許
容されるデータベース クエリの最大間隔（ミリ秒単位）を定義します。ロガーでしきい値を DEBUG に設定する
と、EclipseLink が発行するすべての SELECT ステートメントのタイミングが返されます。このログは、VSE のパ
フォーマンスの問題をデバッグする最初のステップです。データベースがローカルで、インデックスがすべて作成さ
れている場合、参照に約 20 ミリ秒を超えることはありません。ただし、ユーザの管理下になく、インデックスがな
い可能性のあるネットワーク上のデータベースでは、結果を返すために優に 100 ミリ秒以上かかる場合があります。
この場合、正しく展開すれば実際には高速な場合でも、VSE が遅いように見える可能性があります。ほとんどのサー
ビス イメージは、VSE エンティティ キャッシュに十分対応できるほどサイズが小さいか、または十分に小さいワー
キング セットを備えています。そのため、VSE に十分な容量のヒープがあれば、VSE によって発行される SELECT
の数はゼロにまで減少します。キャッシュはデフォルトでソフト参照を維持します。
デフォルト： 100

VSE 区切りコンテンツ検出プロパティ

• lisa.vse.delimited.delimiter.check.maxchars
コンテンツ タイプを特定するために確認する最大文字数を定義します。
デフォルト： 1000

• lisa.vse.delimited.delimiter.check.maxpercent
コンテンツ タイプを特定するために確認する文字の最大パーセンテージを定義します。このプロパティは
lisa.vse.delimited.delimiter.check.maxchars より大きい場合に使用されます。
デフォルト： 2

• lisa.vse.delimited.delimiter.list
Delimited Content Detector が区切り文字として探す文字を定義します。
デフォルト： :,\\,,;,|,\u00A6,\t,\n

• lisa.vse.delimited.delimiter.minimum.threshold
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Delimited Content Detector がカウントする区切り文字の最小数を定義します。ペイロードには、少なくともこの数の
区切り文字が必要です。
デフォルト： 3

• lisa.vse.delimited.namevalue.separator.list
名前と値が区切られたペイロードを検出するために使用される名前/値区切り文字を定義します。これらの値が 
lisa.vse.delimited.delimiter.list に含まれていてはなりません。

REST データ プロトコル プロパティ

• lisa.protocol.rest.editor.observedtraffic.max
URI ルール ウィザードの下部ペインに入力される一致するトラフィックのアイテムの最大数を定義します。ウィザー
ドが下部ペインに一致するトラフィックを入力するために長時間かかる場合は、このフィールドの値を小さくしてく
ださい。
デフォルト： 100

• lisa.protocol.rest.editor.unmatchedtraffic.max
一致しないトラフィックのダイアログ ボックスで表示される一致しないトラフィックの項目の最大数を定義します。
ウィザードがこのウィザードに入力するために長時間かかる場合は、このフィールドの値を小さくしてください。
デフォルト： 100

• lisa.protocol.rest.idPattern
識別子と見なすことができる HTTP 要求の一部を検出するために、REST データ プロトコルが使用する正規表現を定
義します。このデータ プロトコルは、そのような識別子を動的パラメータに変換します。特定の形式に従うことがわ
かっている動的パラメータがある場合、このプロパティを使用してそのパラメータを検出できます。
デフォルト： [a-zA-Z]+[0-9]{5,}[a-zA-Z]*
例： 値 id12345 でストック項目を示すことができ、後続のルールには {URLPARAM0} が含まれます。

• lisa.protocol.rest.maxChanges
この数を超えると変動が大きすぎるのでルールを生成する必要があると認識される、トークンに対して VSE で許可さ
れる変更の最大数を定義します。
デフォルト： 1

• lisa.protocol.rest.parameterBaseName
REST データ プロトコルがルールのパラメータに使用するプレフィックスを定義します。
デフォルト： URLPARAM

• lisa.protocol.rest.startPosition
REST データ プロトコルが変数トークンの検索を開始する URL 内の位置を定義します。
デフォルト： 3
例： GET /a/b/c/d という URI の場合、GET は位置 0、a は位置 1、b は位置 2 にあります。

• vse.log.trace.truncate.response.at=2048
が vse.log に書き込む応答のサイズを制限します。トレース レベルのログ記録が有効な場合にのみ、
このプロパティが適用されます。具体的には、com.itko.lisa.vse.http.Transaction=TRACE、または
com.itko.lisa.vse.stateful.protocol.http.Coordinator=TRACE の場合です。
値:
– 0： 応答のすべてがログ記録されます。
– >0： ログ記録された応答は、指定された文字で切り捨てられます。
デフォルト： 2048

ネットワーク ポート プロパティ

ネットワーク ポート プロパティの形式は、lisa.net.APPID.port です。

これらのデフォルトを変更する必要がある場合は、site.properties ファイルでデフォルトを上書きします。クライアン
トは、これらの値に基づいてサーバのどのポートに接続するかを想定します。

• lisa.net.0.port
デフォルト： 2008

• lisa.net.2.port
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コーディネータ
デフォルト： 2011

• lisa.net.3.port
レジストリ
デフォルト： 2010

• lisa.net.4.port
JUnit 実行
デフォルト： 2012

• lisa.net.5.port
テスト ランナー（コマンドライン）
デフォルト： 2005

• lisa.net.6.port
その他
デフォルト： 2007

• lisa.net.8.port
VSE
デフォルト： 2013

• lisa.net.9.port
VSE マネージャ
デフォルト： 2004

• lisa.net.11.port
サービス マネージャ
デフォルト： 2006

• lisa.net.1.port
シミュレータ（この番号からシミュレータを指定することにより、同じコンピュータで多数のシミュレータを持つこ
とが容易です）。
デフォルト： 2014

Application Insight プロパティ

• lisa.pathfinder.broker.host
デフォルト： 0.0.0.0

• lisa.pathfinder.broker.port
デフォルト： 2009

• broker.webserver.port
デフォルト： 1508

• broker.webserver.host
デフォルト： 0.0.0.0

• broker.webapps.directory
デフォルト： broker

以下のプロパティには、その他のプロパティがあります。

• lisa.webserver.port
組み込み Web サーバ。
デフォルト： 1505

• devtest.port
デフォルト： 1507

• lisa.enable.workstation.pathfinder.browser.ui
デフォルト： true

• lisa.portal.enable.pathfinder.browser.ui
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デフォルト： true
• lisa.webserver.host
組み込み Web サーバのホスト： 「0.0.0.0」はすべてのローカル アドレスにバインドします。
デフォルト： 0.0.0.0

• lisa.webserver.acl.authmodule.baseurl
デフォルト： /acl/

• lisa.database.migration.safeguardsこのプロパティは、 ソリューションをアップグレードするときにのみ使用され
ます。これが有効である場合は、必要なデータベース権限が確認されてから、実際のスキーマ アップグレードが実行
されます。 デフォルト： true

これらのプロパティは、 のすべてのポータル アプリケーション ランチャに対して値を設定します。現在、ホストの値に
は TR ホスト名が使用されているため、その値を動的に取得します。URL は、システムのブラウザで外部的に起動され
ます。

• lisa.portal.url.prefix
デフォルト： http://* （http://\*）

• lisa.portal.root.base.url
デフォルト： /index.html

• lisa.portal.cvsdashboard.base.url
デフォルト： /index.html?lisaPortal=cvsdashboard

• lisa.portal.pathfinder.console.base.url
デフォルト： /index.html?lisaPortal=pathfinder

• lisa.portal.server.console.base.url
デフォルト： /index.html?lisaPortal=serverconsole

• lisa.portal.model.execution.url
デフォルト： /index.html?lisaPortal=serverconsole

• lisa.portal.reporting.context
デフォルト： reporting

• lisa.portal.reporting.console.base.url
デフォルト： /index.html?lisaPortal=reporting

• lisa.portal.defect.capture.url
デフォルト： /pathfinder/lisa_pathfinder_agent/defectcapture

• lisa.portal.save.defect.data.url
デフォルト： /pathfinder/lisa_pathfinder_agent/saveDefectData

• lisa.portal.invoke.base.url
デフォルト： /lisa-invoke

• lisa.portal.invoke.report.url
デフォルト： /reports

• lisa.portal.invoke.server.report.directory
デフォルト： lisa.tmpdirlisa.portal.invoke.report.url

• devtest.portal.base.url.path
デフォルト： /devtest/#/main

• devtest.portal.homepage.url.path
デフォルト： {{devtest.portal.base.url.path}}/dashboard

• lisa.portal.pathfinder.explorer.base.url
デフォルト： {{devtest.portal.base.url.path}}/createartifacts

• lisa.portal.pathfinder.management.base.url
デフォルト： {{devtest.portal.base.url.path}}/pathManageAgents

• lisa.portal.invoke.test.root
デフォルト： LISA_HOME
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レポート グラフ ビュー プロパティ

• rpt.lisa.graph.view.threshhold
デフォルト： 100

• rpt.lisa.graph.view.infomessage
最大しきい値より多い結果数。詳細を取得するには、フィルタを変更します。

• rpt.lisa.graph.scatter.view.threshhold
デフォルト： 10000

• rpt.lisa.graph.scatter.view.infomessage
最大しきい値より多い結果数。詳細を取得するには、フィルタを変更します。

非同期レポートのサポート

• lisa.reporting.useAsync
負荷テストを実行し、テスト ケースのボトルネックがレポート データベースへのイベントの書き込みであると判明し
た場合は、レポート ジェネレータからメトリック以外のすべてを削除することを検討します。それでもレポート エン
ジンがボトルネックと考えられる場合は、このプロパティを有効にすることを検討します。このプロパティは、JMS
を使用してレポート イベントを送信します。また、シミュレータおよびコーディネータのバックグラウンド スレッド
はデータベースにイベントを非同期で書き込みます。これは、すべてのイベントがデータベースに書き込まれる前に
負荷テストが終了することを意味します。そのため、しばらくの間、レポートが表示されません（時間はテスト ケー
スと生成されたイベント数によって異なります）。シミュレータのキューは、通常、フラッシュに最も時間がかかり
ます。シミュレータのログには、完了したパーセンテージを示す INFO レベルのメッセージが書き込まれます。
現在のところ、この機能は「高度な利用方法」と考えられており、デフォルトでは無効です。フィードバック
は、http://ca.com/support までお寄せください。
デフォルト： false

• lisa.reporting.step.max.propsused.buffersize
デフォルト： 100

• lisa.reporting.step.max.propsset.buffersize
これらのプロパティは、テスト ケースの実行時にテスト ステップの統計の収集を制御します。これらの値は、使用お
よび設定されるプロパティに対して記録される発生の最大数を指定します。デフォルト値を変更する必要はありませ
ん。
デフォルト： 100

• lisa.threadDump.generate
デフォルト： true

• lisa.threadDump.interval
デフォルト： 30

• lisa.threadDump.loggerName
定期的なスレッド ダンプを有効にします。このプロパティは有効にしておくことをお勧めします。それによっ
て、threadDumpLogger が INFO 以下であるかどうかが効率よく確認されます。また、WARN 以上に設定されている
場合は、何も行いません。プロパティは起動時に 1 回だけ読み取られます。logging.properties ファイルの変更は 10
秒ごとに確認されます。必要なことは、このプロパティをそのままにしておき、threadDumpLogger のログ レベルを
INFO に設定し、実行中の  の定期的なスレッド ダンプが取得されるのを最大で 30 秒間待機するだけです。パフォー
マンスの問題をデバッグする場合に、これらのログは役立ちます。詳細については、logging.properties のコメント
を参照してください。
デフォルト： threadDumpLogger

これらのプロパティは、VSE サーバのメトリック収集を制御するために使用されます。

• lisa.vse.metrics.collect
メトリック収集をオン（true）またはオフ（false）にする主要なプロパティ。
デフォルト： true

• lisa.vse.metrics.txn.counts.level
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このプロパティは、トランザクション数が記録されるレベルを制御します。名前付きのトランザクション数が合計さ
れると、任意の期間のトランザクション数を取得します。
値： none （または false）、service、operation、arguments
– サービス： サービス名トランザクション数の名前
– 操作： サービス名＋要求操作名トランザクション数。
– 引数： サービス名＋要求操作名トランザクション数＋要求引数のリスト
デフォルト： service

• lisa.vse.metrics.sample.interval
このプロパティは、トランザクション レートおよび応答時間がサンプリングされる頻度を制御します。
デフォルト： 5m

• lisa.vse.metrics.delete.cycle
デフォルト： 1h

• lisa.vse.metrics.delete.age
これらのプロパティは、古いメトリック データをスキャンして削除する頻度、および何を古いと見なすかを制御しま
す。
デフォルト： 30d

• lisadb.internal.enabled
レジストリで内部 Derby データベース インスタンスを起動するかどうかを示します。
デフォルト： true

• lisadb.internal.host
内部 Derby データベースが使用するネットワーク インターフェース。デフォルト値の 0.0.0.0 は、すべてのインター
フェースが使用されることを示します。
デフォルト： 0.0.0.0

• lisadb.internal.port
内部 Derby データベースがリスンするポート番号。
デフォルト： 1528

• lisa.acl.audit.logs.delete.frequency
デフォルト： 1d

• lisa.acl.audit.logs.delete.age
これらのプロパティは、古い ACL 監査ログ データをスキャンして削除する頻度、および何を古いと見なすかを制御
します。
デフォルト： 30d

データベース プロパティ

データベースと通信するコンポーネントは、レポート、エージェント ブローカ、VSE、および ACL です。通常、それ
らのすべてに同じ接続プールを指定しますが、それぞれに個別のプールを定義したり、組み合わせたりすることもでき
ます。新しいプールを定義するには、lisa.db.pool.myPool.url などのプロパティを設定します。基盤となるプール実装
はオープン ソースの c3p0 プールで、さまざまなプロパティが継承されています。使用可能な設定については、http://
www.mchange.com/projects/c3p0/index.html#configuration_properties を参照してください。

• lisadb.reporting.poolName
デフォルト： common

• lisadb.acl.poolName
デフォルト： common

• lisadb.broker.poolName
デフォルト： common

• lisadb.pool.common.driverClass
デフォルト： org.apache.derby.jdbc.ClientDriver

• lisadb.pool.common.url
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デフォルト： jdbc:derby://localhost:1528/database/lisa.db;create=true
• lisadb.pool.common.user
デフォルト： rpt

• lisadb.pool.common.password_enc
プロパティ名の末尾の _enc を削除し、=MyPlaintextPassword を追加して、パスワードを設定します。パスワード
は、起動時に自動的に暗号化されます。
デフォルト： 76f271db3661fd50082e68d4b953fbee

以下のプール プロパティは、 のアイドル時の接続数を最小限に抑えます。

• lisadb.pool.common.minPoolSize
デフォルト： 0

• lisadb.pool.common.minPoolSize
デフォルト： 0

• lisadb.pool.common.maxPoolSize
デフォルト： 10

• lisadb.pool.common.acquireIncrement
デフォルト： 1

• lisadb.pool.common.maxIdleTime
デフォルト： 45

• lisadb.pool.common.idleConnectionTestPeriod
デフォルト： 5

その他の共通のデータベース設定： 共通のテンプレートから関連するユーザ、パスワード、およびプール サイズ パラ
メータをコピーして貼り付けます。

• lisadb.pool.POOLNAME.driverClass
デフォルト： oracle.jdbc.OracleDriver

• lisadb.pool.POOLNAME.url
デフォルト： jdbc:oracle:thin:@HOST:1521:SID

• lisadb.pool.POOLNAME.driverClass
デフォルト： com.ibm.db2.jcc.DB2Driver

• lisadb.pool.POOLNAME.url
デフォルト： jdbc:db2://HOST:50000/DBNAME

• lisadb.pool.POOLNAME.driverClass
デフォルト： com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver

• lisadb.pool.POOLNAME.url
デフォルト： jdbc:sqlserver://durry;databaseName=LISA

• lisadb.pool.POOLNAME.driverClass
デフォルト： com.mysql.jdbc.Driver

• lisadb.pool.POOLNAME.url
デフォルト： jdbc:mysql://HOST:3306/DBNAME

• lisa.jdbc.asset.pool.size
JDBC 接続アセットを定義する場合、このプロパティは、接続プールのサイズを設定します。
デフォルト： 5

• lisa.jdbc.pool.minPoolSize
任意の時点においてプールが維持する接続の最小数。
デフォルト： 0

• lisa.jdbc.pool.initialPoolSize
起動時にプールが取得を試みる接続の数。この値は minPoolSize と maxPoolSize の間に設定する必要があります。
デフォルト： 0

• lisa.jdbc.pool.maxPoolSize
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任意の時点においてプールが維持する接続の最大数。
デフォルト： 10

• lisa.jdbc.pool.acquireIncrement
プールが使い果たされた時点で c3p0 が取得を試みる、同時接続の数を決定します。
デフォルト： 1

• lisa.jdbc.pool.maxIdleTime
破棄される前に接続が未使用の状態でプールに残ることができる秒数。「0 」は、アイドル接続が期限切れにならな
いことを意味します。
デフォルト： 45

メインフレーム プロパティ

• lisa.mainframe.bridge.enabled
CICS メインフレーム ブリッジを有効にするかどうかを示します。
デフォルト： false

• lisa.mainframe.bridge.mode
メインフレーム ブリッジをクライアント モードまたはサーバ モードのどちらで実行するかを示します。
デフォルト： server

• lisa.mainframe.bridge.port
メインフレーム ブリッジがサーバ モードで実行されている場合、このポートはメインフレーム ブリッジがリスンす
るウェルノウン ポートです。
デフォルト： 61617

• lisa.mainframe.bridge.server.host
デフォルト： 127.0.0.1

• lisa.mainframe.bridge.server.port
メインフレーム ブリッジがクライアント モードで実行されている場合、これらの値は LPAR エージェントの IP アド
レスおよびウェルノウン ポートです。
デフォルト： 3997

• lisa.mainframe.bridge.connid
各クライアントの 2 文字の一意の ID。
デフォルト： AA

WebSphere MQ プロパティ

lisa.mq.ccsid.default=819

このプロパティは、 から送信されるすべての IBM WebSphere MQ メッセージのデフォルトのコード化文字セット ID
（CCSID）を上書きするために使用できます。この値は、IBM WebSphere MQ ステップの［パブリッシャ情報］の
［メッセージ プロパティ］で各ケースに対して上書きできます。詳細については、「Application Test ###」を参照して
ください。CCSID の完全なリストについては、http://www-01.ibm.com/software/globalization/ccsid/ccsid_registered.html
を参照してください。米国ロケールのデフォルト値は、819 （ASCII）です。

ローカライズ オプション

lisa.locale.languages=en

このプロパティを使用して、UI でサポートする言語を指定することができます。有効な値は、en （英語）または ja
（日本語）です。

ここで en と ja の両方を指定した場合、［メイン］メニューの［システム］-［言語］オプションを使用して、英語と日
本語の UI を切り替えることができます。

• lisa.supported.html.request.encodings=
有効な値は、ISO-8859-1、UTF-8、Shift_JIS、EUC-JP、Windows-31J です。
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VSEasy プロパティ

ポート プロパティは、VSEasy で HTTP プロトコルによる自動設定を使用しているときに、ポートの動的な割り当てを
制御します。

最小のポートが 1024 未満である場合、値は 1024 に設定されます。

最大のポートが 65535 を超える場合、値は 65535 に設定されます。

最大のポートが最小のポート以下である場合、両方の値はデフォルトに戻ります。

• lisa.vseasy.http.min.dynamic.port
デフォルト： 8000
このプロパティは、記録時のみに適用されます。仮想サービスの展開時には、適用されません。

• lisa.vseasy.http.max.dynamic.port
デフォルト： 65535
このプロパティは、記録時のみに適用されます。仮想サービスの展開時には、適用されません。

• lisa.vseasy.default.group.tag
仮想サービスのデフォルト グループの名前を指定します。
デフォルト： VSEasy

Solr プロパティ

Application Insight 機能では、Apache Solr を検索機能に使用します。

• lisa.pathfinder.solr.syncUpHour
Apache Solr がデータベースと同期するタイミングを指定します。値は時間を表します。たとえば、デフォルト値は
午前 2 時を示します。
デフォルト： 2

• lisa.pathfinder.solr.batchSize
データベースから一度に取得する行の数を指定します。値は空白にしておくことをお勧めします。その場合、JDBC
はデフォルト値を使用します。ほとんどの JDBC ドライバのデフォルト値は 500 です。

Application Insight ステートフル ベースライン パラメータ化

以下のプロパティは、ステートフル ベースラインでパラメータ化の使用を制御します。

• lisa.pathfinder.stateful.baseline.parameter.string.min.length
パラメータまたはフィルタを生成するためにそのキー/値を考慮する必要のある Application Insight トランザクション
要求/応答での値の最小の長さを定義します。
デフォルト： 3

• lisa.pathfinder.stateful.baseline.parameter.string.exclusion
特定の文字列をパラメータまたはフィルタを生成する対象から除外できます。
デフォルト： Yes、YES、yes、No、NO、no、true、True、TRUE、false、False、FALSE、__NULL

Application Insight フレームをシェルフに追加する

• lisa.pfinvoke3.qshelveframes.trans.max
ユーザがカテゴリ別にフレームをシェルフに追加しようとしているときの、処理するトランザクションの最大数を指
定します。値を -1 に設定すると、すべてのトランザクションが処理されます。
デフォルト： 500

Agile Central 統合プロパティ

• rally.api.key
Agile Central 統合 API キーを指定します。

• rally.api.url=https:/rally1.rallydev.com/slm/webservice/v2.0/
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使用される Agile Central のインスタンス用の Agile Central API への URL。クラウド ベース サービスを使用しない場
合にのみ変更します。

SAP プロパティ

• lisa.vse.rfc.server.state.timeout.ms
RFC プロトコルのプロパティ
例： 30000 ミリ秒
デフォルト： 30 秒

• lisa.vse.idoc.server.state.timeout.ms
IDoc プロトコルのプロパティ
例： 30000 ミリ秒
デフォルト： 30 秒

Community Edition のプロパティ

• l2w.update.URL
このプロパティは、 ソリューションでは使用されません。これは Service Virtualization Community Edition でその製
品に適用できる更新を確認するのに使用されます。
デフォルト： http://cainc.to/

Identity and Access Manager のプロパティ

• devtest.iam.host
IAM ホストのアドレスです。
デフォルト ： localhost

• devtest.iam.port
IAM ポートのアドレス
デフォルト ： 51111

• devtest.iam.autoAddUsers
デフォルトでは、 データベースに存在しないユーザはロールなしで追加されます。 レジストリにのみ適用可能です。
デフォルト： true

• devtest.iam.authenticateOnly
デフォルト値の場合は、認証と許可に IAM が使用されます。認証のみに IAM を使用するには、この値を「true」に設
定します。 レジストリにのみ適用可能です。
デフォルト： false

仮想サービス レコーダ

• lisa.transactions.isStateless=true
［すべてのトランザクションをステートレスとして処理する］を有効にするかどうかを指定します。
デフォルト： true

カスタム プロパティ ファイル
カスタム プロパティ用に以下の 2 つのプロパティ ファイルを使用できます。

• local.properties
• site.properties

サイト プロパティはテスト サーバに格納できます。これにより、テスト サーバに接続するすべてのワークステーション
へ site.properties ファイルが自動的にプッシュされます。

 1857

http://cainc.to/


 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

プロパティ ファイルは以下の優先順位で評価されます： コマンド ラインおよび vmoptions ファイルは常にプロパ
ティ ファイルよりも優先されます。次に、local.properties は site.properties よりも優先され、site.properties は
lisa.properties よりも優先されます。

NOTE
が起動されると、レジストリに接続するように促されます。レジストリに接続した後、site.properties は
ワークステーションに送信されます。レジストリを Registry1 から Registry2 に変更すると、Registry2 から
site.properties がワークステーションに送信されます。

カスタム プロパティ ファイルを使用する方法

1. LISA_HOME ディレクトリに移動します。
2. _site.properties または _local.properties ファイルをコピーし、同じディレクトリにそれを貼り付けます。
3. 貼り付けたファイルの名前を site.properties または local.properties （先頭のアンダースコアなし）に変更します。

NOTE

詳細情報：

• ローカル プロパティ ファイル
• サイト プロパティ ファイル
• logging.properties
• エンタープライズ ダッシュボード プロパティ

ローカル プロパティ ファイル
local.properties ファイル内のプロパティは、lisa.properties および site.properties ファイルより優先されます。

自動接続プロパティ

• lisaAutoConnect
サイト全体のプロパティを  レジストリから自動的にロードするには、このプロパティのコメントを外して、 レジス
トリの正しい URL に設定します。通常、hostname/lisa.TestRegistry プロパティは動作します。このファイル内の
プロパティは、サイト レベルで定義されるプロパティを上書きします。
サイト全体のプロパティを  レジストリから自動的にロードするには、このプロパティのコメントを外して、 レジス
トリの正しい URL に設定します。通常、hostname/lisa.TestRegistry は動作します。このファイル内のプロパティ
は、非 GUI コンポーネントに対してサイト レベルで定義されるプロパティを上書きします。
はこのプロパティを使用しません。レジストリ選択のダイアログ ボックスまたはワークステーションの［レジストリ
の変更］ボタンを使用して、接続するレジストリを選択できます。［Select Registry］のダイアログ ボックスで［起
動時に確認する］チェック ボックスをオフにすると、 は最後に使用したレジストリに接続します。
形式： tcp://somehost/Registry

ライセンス プロパティ

• laf.server.url
形式： https://license.itko.com

• laf.domain
形式： iTKO/LISA/YOURCO

• laf.username
形式： YOURUSERNAME

• laf.password
形式： YOURPASSWORD
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VSE プロパティ

• lisa.vse.deploy.dir
ランタイム ファイルが管理されているディレクトリをオーバーライドできます。このプロパティには、ディレクト
リの絶対パスを設定します。パスの先頭にドライブを指定しない場合は、LISA_HOME からの相対パスになります。
ディレクトリ階層を指定する場合は、C:\\Temp\\myVSE の形式で指定します 。

NOTE
プロパティ ファイルでは、円記号を認識させるために 2 つ並べる（エスケープする）必要があります。

• lisa.vse.si.editor.prefer.xml
有効な値は、vseTextBodyEditors 名に割り当てられている typemap.properties で検出された VSE SI テキスト エ
ディタ クラス名のリストです。カスタム テキスト エディタを記述し、標準の SDK メソッドを介して使用可能にする
場合は、そのクラス名をこのプロパティの値に指定することもできます。

以下のプロパティを使用することにより、VSE が新しい I/O （「NIO」）ではなく、古いスタイルのソケット I/O を使用
できるようになります。古いソケットのサポートを使用する場合は、以下の制限に注意してください。

• VSE による SSL 前の自動プロキシ処理の機能をサポートすることはできません。この解決策は、ライブ システム
モードの VSM を作成し、SSL を有効にして実際の仮想サービスを指定することです。

• リスン ステップが SSL を使用するように設定されている場合でも、VSE がプレーン テキスト トラフィックを処理す
る機能をサポートすることはできません。この解決策は、SSL が設定された仮想サービスと、SSL が設定されていな
い仮想サービスの 2 つを提供することです。

• 古いスタイルのソケット サポートの使用は、VSE が使用するデフォルト ソケット サポートほど効率よくスケールし
ません。

• lisa.vse.tcp.uses.nio
このプロパティを false に設定すると、プレーン ソケットと SSL ソケットの両方で古い I/O を使用します。
デフォルト： true

• lisa.vse.plain.tcp.uses.nio
このプロパティはプレーン ソケットのみを制御します。
デフォルト： sa.vse.tcp.uses.nio

• lisa.vse.ssl.tcp.uses.nio
このプロパティは SSL ソケットのみを制御します。
デフォルト： isa.vse.tcp.uses.nio

• lisa.vse.execution.mode
– EFFICIENT は、VS モデルを介した最も効率的なパスを使用します。
– TRACK は、VS レベルで VSE アクティビティを記録します。
– LIVE は、VS モデルによって受信された要求をライブ システムにルーティングします（パス スルー モードに似て
います）。

– VALIDATION は、応答を決定するために VSE とライブ システムの両方を使用します。どちらもトラッキング情報
として記録され、モデルの修正プロセスを提供します。ライブ応答は仮想サービスの応答になります。

– DYNAMIC は、その他の 4 つのモードのいずれかに解決する必要があるすべての要求用のスクリプトまたはサブプ
ロセスを呼び出します。この方法は、仮想サービス モデルのみが参照する要求を追跡するのに役立ちます。

– LEARNING は、ライブ システムからの新しい応答または更新された応答を持つように仮想サービスを自動的に
「修復」または修正します。

– STAND_IN は、最初に仮想サービスに要求をルーティングします（［最も効率的］モードと同様）。ただし、仮想
サービスの応答がない場合、要求はライブ システムに自動的にルーティングされます。

– FAILOVER は、最初にライブ システムに要求をルーティングします（［ライブ システム］モードと同様）。ただ
し、ライブ システムの応答がない場合、要求は仮想サービスに自動的にルーティングされます。

デフォルト： EFFICIENT
• lisa.vse.body.cache.weight
特定のキャッシュに保持できるキャッシュ値のサイズをバイト単位で定義します。
デフォルト： 1024 * 1024 * 2 （2 MB）

• lisa.vse.metric.collect
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false に設定すると、 は、応答時間、強制された遅延、および 1 秒あたりのトランザクション数を計算する定期的な
サンプルの収集を停止します。VSE_METRICS_TXN_COUNTS テーブルで追跡される残りのメトリック データは、
以下の項目のチャートを生成するために引き続き収集されます。
– サーバ チャート
– ライフタイム トランザクション合計
– 日単位トランザクション数
– サーバの可用性
– サービス チャート
– 1 日あたりの合計トランザクション数
false に設定すると、これらの項目にはデータが表示されません。
– サービス チャート
– トランザクション スループット
– トランザクションのヒット数およびミス数
– 応答時間
– 強制された遅延
– 1 秒あたりのトランザクション数
デフォルト： true

• lisa.vse.max.hard.errors
VSE サービスを停止させるエラー数を設定できます。
サービスを停止させるエラー数を指定する場合は、有効な数値（0 以上）を入力します。0 の値はエラーが許可され
ていないことを意味し、サービスは最初のエラーの後にシャット ダウンされます。
エラー数を無制限に指定するには、負の数値を入力します。
無効な値を入力したか、値を入力していない場合は、デフォルトのエラー数の 3 が使用されます。
デフォルト： 3

NOTE
エラーのタイプおよびモデルによっては、最終的なエラー数が lisa.vse.max.hard.errors で設定された値よ
り多くなる場合があります。仮想サービスのシャットダウンには、時間がかかる場合があります。シャット
ダウン中も、一部のタイプのエラーは引き続きカウントされます。

• lisa.tcp.tcprecorder.close.immediately
ソケットを TCP のレコーディングの最後（終了時）にすぐ閉じるかどうかを指定します。
ローカル ソケット（リスン ポート）とリモート ソケットの両方が影響を受けます。
ソケットの読み取りまたは書き込み中（サーバまたはクライアントで長い遅延が発生している場合）にレコーディン
グが終了した場合に、このプロパティは通信を閉じるか完了させるかを指定します。
長時間の会話（大きなファイルのダウンロードなど）の場合、このプロパティは会話を終了させるか完了するまで実
行させるかを指定します。
値： 空白、true、false。値が空白の場合は、デフォルトの true が使用されます。
デフォルト： true

• lisa.vse.body.cache.size
VSE 要求オブジェクトおよび応答オブジェクトの圧縮されていないボディをキャッシュするために確保するメモリの
量を指定します。単位は MB です。
デフォルト： 10

• lisa.vse.body.cache.timeout
VSE 要求および応答の圧縮されていないボディをキャッシュに保持しておく時間を指定します。単位は秒です。
デフォルト： 60

• lisa.vse.argument.match.allow.whitespace
このプロパティは、サービス イメージに一致した場合に、受信要求引数の先頭、末尾、または両方の空白を許可す
るように VSE に指示します。デフォルト値は false です。この値が設定されていると、VSE は、要求とサービス イ
メージを照合する前に、受信要求引数の先頭および末尾の空白を削除します。
デフォルト： false
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これらのプロパティは、プロトコルがレコーディングおよび再生に使用する IMS Connect メッセージのパラメータを定
義します。

• lisa.vse.protocol.ims.encoding
デフォルト： EBCDIC

• lisa.vse.protocol.ims.header.length
デフォルト： 80

• lisa.vse.session.timeout.ms
既存のセッションが見つからない場合、VSE は要求をイメージの各会話のスタータ トランザクションと照合します。
一致が見つかった場合は、新しいセッションが作成され、関連する応答が返されます。セッションは、VSE によって
最後に「参照」されてから 2 分間保持されます。この動作は、lisa.vse.session.timeout.ms を設定することによっ
て変更できます。会話スタータが一致しない場合、セッションは作成されず、定義された順にステートレス トランザ
クションのリストが確認されます。一致が見つかった場合は、適切な応答が返されます。それでも一致が見つからな
い場合は、「不明な要求」応答が送信されます。
デフォルト： 120000

• lisa.vse.tcp.oldio.read.timeout
タイム アウトおよび再試行ロジックの実行までに、TCP 読み込みの完了を待機する期間を制御します。デフォルト設
定の 500 ミリ秒は、「通常」またはネットワーク遅延が問題とならない良く調整されたネットワークには十分な値で
す。1/2 秒より長い遅延が発生するネットワークの場合、このプロパティをコードが再試行するまでにより長い時間
待機するように設定できます。再試行ロジックは、スループットを多少犠牲にしても（1 秒あたりのトランザクショ
ン数を減らしても）、TCP ソケット上の会話を保持するために十分である必要があります。
lisa.vse.tcp.oldio.read.timeout プロパティを有効にするには、NIO を無効にする必要がありま
す。lisa.vse.ssl.tcp.uses.nio=false に設定してください。
デフォルト： 500

• lisa.vse.conversational.back.navigation.allowed
VSE は、会話型トランザクションでの再生中に記録されなかった後方ナビゲーションをサポートします。このプロパ
ティを true に設定すると、すべてのサービスの後方ナビゲーションが有効になります。会話型セッションは受信した
要求を追跡し、任意の次の要求を前の要求の 1 つにすることができます。
デフォルト： false

• lisa.vse.tracking.delete.data.age
セッション トラッキング情報を保持する時間（時間単位）を定義します。
デフォルト： 8

• lisa.vse.protocol.ims.response.includes.llll
要求ペイロードに 4 バイトの IMS Connect LLLL 長フィールドが存在することを示します。値が ture の場合は、LLLL
フィールドが含まれています。値が false の場合は含まれていません。デフォルト： false

• lisa.vse.ims.connect.llzz.request
要求ペイロードに 4 バイトの IMS Connect LLZZ 長フィールドが存在することを示します。値が ture の場合
は、LLZZ フィールドが含まれています。値が false の場合は含まれていません。
デフォルト： false

• lisa.vse.ims.connect.llzz.response
応答メッセージに 4 バイトの IMS Connect LLZZ 長フィールドを生成するプロトコルを示します。値が true の場合
は、LLZZ フィールドが作成されます。値が false の場合は作成されません。
デフォルト： true

• lisa.vse.http.server.lookup.client.namesクライアントで DNS の逆引きを実行するかどうかを制御します。
値： true、false
デフォルト： false

• lisa.vse.performance.enabled
Service Virtualization パフォーマンス モードを有効にするかどうかを指定します。
値： true、false
デフォルト： false

• lisa.vse.http.response.allowNonStandardResponseCode
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HTTP 仮想サービスを使用する場合は、非標準の応答コードを許可します。
値： true、false
デフォルト： false

• lisa.baseline.cache.timeout.seconds
ベースラインが作成されると、それらは短時間の間、キャッシュ内に保持され、Web ベース アプリケーションがそ
れらを取得する時間を確保します。キャッシュ内に留まる時間の長さは、このプロパティで管理されます。
デフォルト： 60 秒

• lisa.baseline.cache.maximum.entries
キャッシュ サイズが目的のサイズよりも大きい場合、どのベースラインを削除するかを決定します。このプロパティ
では最大サイズは保証されず、キャッシュ マネージャに対して推奨されるサイズの制限値を提供するのみです。この
サイズ制限に達すると、アクセスしてから最も時間が経ったベースラインが削除対象としてキャッシュ マネージャに
よって考慮されます。
デフォルト： 100

• lisa.baseline.conversationThread.maximumTransactions
仮想サービスのベースラインは、「会話スレッド」という概念をサポートします。サービス イメージ内のすべてのス
テートフル会話は、「開始ノード」を定義する 1 つのトランザクションで開始されます。この開始ノードに他のトラ
ンザクションへの分岐があり、それらのトランザクションが他のトランザクションに移ると、トランザクションの階
層構造が生成されます。
開始ノードからリーフ ノードへの各パスは、「会話スレッド」を構成します。各会話スレッドは、1 つのベースライ
ン テスト ケースを生成します。通常、これらの会話スレッドは長くなく、少数のトランザクションのみが含まれま
す。必然的に異常なケースが発生すると、このような異常のケースは、メモリ不足例外やスタック オーバフロー例外
などの実行時エラーが発生する可能性があります。これらの問題を軽減するには、単一会話スレッドで許可されてい
るトランザクションの数を制限するこのプロパティを設定できます。
デフォルトでは、会話スレッド中で最初の 100 個のトランザクションがベースライン テストに含まれており、残りの
トランザクションとそのスレッドは無視されます。
デフォルト： 100

• com.itko.lisa.vse.sio.loggerName
再生中に、より高いレベルの状態情報をログに記録するには、NIO セッション ロジックを有効にします。このログ記
録は、現在のログ記録の INFO レベルではなく TRACE ログ レベルで行われます。NIO トレースを有効にするには、
このプロパティ値を NIOSession に設定します。より上位レベルのトレースを確認するには、logging.properties
ファイルに log4j.logger=NIOSession を追加します。

• lisa.vse.close_socket_after_response.enabled
応答をレコーディングまたはライブ応答を処理する際に、lisa.vse.close_socket_after_response メタデータ プロパ
ティが設定されるかどうかを制御する、TCP 固有のプロパティ。lisa.vse.close_socket_after_response メタデータ
プロパティは、再生中に特定の応答を送信した後にソケットを閉じるかどうかを VSE に指示します。
ライブ TCP トラフィックをレコーディングする際に、トラフィックの送信後に、トラフィックを
レコーディングする元のシステムがそのソケットを閉じた場合（およびその場合のみ）、応答で
lisa.vse.close_socket_after_response メタデータ プロパティを設定します。これは、TCP ライブ呼び出し
ステップにも適用されます。このステップでは、応答の送信後に、ライブ システムがそのソケットを閉じた場
合（およびその場合のみ）、lisa.vse.close_socket_after_response メタデータ プロパティを応答に設定しま
す。lisa.vse.close_socket_after_response.enabled プロパティが false に設定されている場合、ライブ システムが
そのソケットを閉じた場合でも、決して lisa.vse.close_socket_after_response メタデータ プロパティを応答に明
示的に追加しません。
デフォルト： true

エンタープライズ ダッシュボード プロパティ

エンタープライズ ダッシュボード データベースは、 Solutions 使用率監査レポート データ、レジストリ ステータスおよ
びコンポーネント情報、履歴イベント ログ、および履歴コンポーネント メトリックに使用されます。

エンタープライズ ダッシュ ボード データベースは、レジストリのデータベースと同じデータベース スキーマに存在で
きません。データベースに少なくとも 50 GB のストレージがあることをお勧めします。
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Derby は、分散環境ではサポートされていません。

dradis.properties ファイルにカスタム エンタープライズ ダッシュボード データベースを設定する必要があります。

• lisa.activation.retry.count
がエンタープライズ ダッシュボードとの初期通信を再試行する回数（カウント）を定義します。
デフォルト： 3

デフォルトの接続は、内部 Derby データベースへの接続です。外部データベースへの接続の詳細については、「外部
データベースの設定」を参照してください。

相互接続性プロパティ

• lisa.default.keystore
デフォルト： {{LISA_HOME}}webreckeys.ks

• lisa.default.keystore.pass
デフォルト： passphrase

から  への通信の暗号化。通常、ネットワーク トラフィックは暗号化されません。暗号化を使用する場合は、標準で
SSL がサポートされています。「tcp」を付けてサーバ エンドポイントを指定する代わりに、「ssl」を付けて指定します
（例： ssl://hostname:2010/Registry）。以下のプロパティは、いずれも設定の必要はありません。ssl を付けてエンドポ
イント（およびサーバ名）を指定するだけで十分です。たとえば、以下のようにして新しいシミュレータを開始できま
す。

Simulator -name ssl://thishost:2014/Simulator -labName ssl://regHost:2010/Registry

デフォルトで内部自己署名証明書（LISA_HOME\webreckeys.ks 内）が提供されています。より強力な証明書を使用す
るには、lisa.net.keyStore.password で lisa.net.keyStore プロパティおよびプレーン テキスト パスワードを指定しま
す。

の次回起動時に、プレーン テキスト パスワードは、暗号化された文字列（lisa.net.keyStore.password_enc）に置換さ
れます。

• lisa.net.keyStore
デフォルト： {{LISA_HOME}}lisa.ks

• lisa.net.keyStore.password

この場所に識別証明書が保存されます。サーバ インストール環境の場合、クライアント側では信頼されたサーバのリス
トにこの証明書を追加する必要があります。クライアント インストール環境で相互（クライアント）認証を実行してい
る場合、サーバ側でこの証明書がトラストストアに追加されている必要があります。相互認証を使用しないクライアント
インストール環境の場合、これを指定する必要はありません。

• lisa.net.trustStore
デフォルト： {{LISA_HOME}}lisa.ts

• lisa.net.trustStore.password_enc
デフォルト： 079f6a3d304a978146e547802ed3f3a4

この場所に信頼された証明書が保存されます。主としてクライアント ンストール環境である場合は、ここには信頼され
たサーバのリストが保存されます。サーバ インストール環境で相互（クライアント）認証を実行している場合、ここに
信頼されたクライアント証明書を配置します。

• lisa.net.clientAuth
相互認証を使用するかどうかを指定します。
デフォルト： false

• lisa.net.default.protocol
値： SSL または TCP
デフォルト： SSL
デフォルト： ssl
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HTTP プロキシ サーバを使用する場合のライセンス プロパティ

• laf.usehttpproxy.server
デフォルト： true

• laf.httpproxy.server
プロキシ サーバを my_proxyserver.com の形式で定義します。

• laf.httpproxy.port
プロキシ サーバが認証情報を必要とする場合、空白のままにするとネイティブ NTLM 認証を使用します。
デフォルト： 3128

• laf.httpproxy.domain
NTLM に必要な場合に、プロキシ ドメインを定義します。

• laf.httpproxy.username
任意

• laf.httpproxy.password
任意

• laf.email.alert
ライセンス エラーがある場合に、電子メールを送信します。以下の例を参照してください。mailhost をメー
ル ホストのホスト名に置換します。recipient@mycompany.com を送信先の電子メール アドレスに置換しま
す。from@mycompany.com を電子メールの送信元である電子メール アドレスに置換します。
例： mailhost,recipient@mycompany.com,from@mycompany.com

SDK プロパティ

SDK サンプルには以下のものが必要です。

• asserts
形式： com.mycompany.lisa.AssertFileStartsWith

• com.mycompany.lisa.AssertFileStartsWith
形式： com.itko.lisa.editor.DefaultAssertController,com.itko.lisa.editor.DefaultAssertEditor

• filters
形式： com.mycompany.lisa.FilterFileFirstLine

• com.mycompany.lisa.FilterFileFirstLine
形式： com.itko.lisa.editor.FilterController,com.itko.lisa.editor.DefaultFilterEditor

• nodes
形式： com.mycompany.lisa.node.FTPTestNode

• com.mycompany.lisa.node.FTPTestNode
形式： com.mycompany.lisa.node.FTPTestNodeController,com.mycompany.lisa.node.FTPTestNodeEditor

SSL プロパティ

SSL 証明書の検証のデフォルト動作を変更します。

• ssl.checkexpiry
「true」の値は、証明書の有効期限を検証することを意味します。
デフォルト： false

• ssl.checkcrl
「true」の値は、証明書で指定されている証明書失効リストを検証することを意味します。
デフォルト： false

SSL 用のクライアント証明書およびパスワードを有効にします（HTTP ステップによって使用されます。また、上書き
されなかった場合は Web サービス ステップによっても使用されます）。

• ssl.client.cert.path
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キーストアへのフル パス。
• ssl.client.cert.pass
キーストアのパスワード。 が実行されると、このパスワードは自動的に暗号化されます。

• ssl.client.key.pass
JKS キーストアを使用する場合に、キーにキーストアとは異なるパスワードがあるときのキー エントリ用のオプショ
ンのパスワード。 が実行されると、このパスワードは自動的に暗号化されます。

Web サービス ステップでは、SSL 用のクライアント証明書およびパスワード（ssl.client.cert.path および
ssl.client.cert.pass）を上書きします。

• ws.ssl.client.cert.path
キーストアへのフル パス。

• ws.ssl.client.cert.pass
キーストアのパスワード。 が実行されると、このパスワードは自動的に暗号化されます。

• ws.ssl.client.key.pass
JKS キーストアを使用する場合に、キーにキーストアとは異なるパスワードがあるときのキー エントリ用のオプショ
ンのパスワード。 が実行されると、このパスワードは自動的に暗号化されます。

VSE レコーディングと再生（リスン ステップ）中に、SSL サーバとして動作している場合は、カスタム キーストアを使
用します。 

• ssl.server.cert.path
SSL サーバ キーストア ファイルへのフルパス。

• ssl.server.cert.pass
SSL サーバ キーストアのパスワード。 が実行されているとき、このパスワードは ssl.server.cert.pass.encrypted
という名前の新しいプロパティとして自動的に暗号化されます。

• lisa.ssl.reuse.session
同じソケットを再利用する場合（たとえば、同じテスト内でソケットを再利用）、 は新しいセッションを作成しま
す。
デフォルト： false

Web サーバ プロパティ

• lisa.webserver.https.enabled
デフォルト値は true です。値は変更しないでください。

• lisa.webserver.ssl.keystore.location
デフォルト値は {{LISA_HOME}}webserver.ks です。別のファイル名のキーストア ファイル、または別のディレクト
リにあるキーストア ファイルを使用する場合は、値を変更します。

• lisa.webserver.ssl.keystore.password
値を、キーストア ファイルを生成するときに定義したパスワードに設定します。

NOTE
デフォルトのキーストア パスワードとして changeit を使用します。

• lisa.webserver.ssl.keymanager.password
値を、キーストア ファイルを生成するときに定義したキー マネージャのパスワードに設定します。別のパスワードを
指定していない場合、このパスワードはキーストアのパスワードと同じです。

NOTE
デフォルトのキーマネージャ パスワードとして changeit を使用します。

• lisa.webserver.whitelist.hostsandpaths
このプロパティを有効にすると、アプリケーション ポートをスキャンし、LISA Web サーバへの大量のトラフィック
を引き起こす脆弱性スキャン ソフトウェアを防ぐことができます。
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このプロパティに、許可される IP アドレスおよび既知の URI パターンのリストを設定します。これにより、Web
サーバは指定した IP アドレスおよび指定した URI パターンからのみアクセスが許可されます。他の IP アドレスから
の要求は拒否されます。
ポート スキャナが大量のトラフィックを引き起こし、LISA Web サーバのパフォーマンスが低下する場合、このプロ
パティを追加して、レジストリ サービスを再起動します。
以下の例を参照してください。
lisa.webserver.whitelist.hostsandpaths=0-255.0-255.0-255.0-255|/api/*,/lisa-virtualize-invoke/*,/acl/*,/

api/*,/lisa-invoke/*,/lisa-pathfinder-invoke/*,/lisa-test-invoke/*,/devtest/*

構文は、<IP アドレス範囲>|a,b,c  のパターンに従います。
IP アドレス範囲 - すべての IP アドレスから LISA Web サーバへのアクセスを許可するに
は、0-255.0-255.0-255.0-255 を使用します。
URI パターン - LISA Web サーバがサポートする正当な URI は以下のとおりです。
/api/*,/lisa-virtualize-invoke/*,/acl/*,/api/*,/lisa-invoke/*,/lisa-pathfinder-invoke/*,/lisa-test-invoke/

*,/devtest/*

HTTP 認証プロパティ

が実行されると、これらの認証情報は自動的に暗号化されます。値をリセットするには、暗号化されていないプロパ
ティ名を使用します。ネイティブ NTLM 認証を使用する場合は（Windows のみ）、これらの設定をコメント アウトして
おきます。

• lisa.http.domain
ドメイン名（このオプションは NTLM に使用します）

• lisa.http.user
ユーザ名

• lisa.http.pass
パスワード

• lisa.http.preemptiveAuthenticationType
チャレンジが送信されるのを待たずに、先に認証情報を送信します。
値： basic、ntlm、negotiate
デフォルト： ntlm

• lisa.http.forceNTLMv1
デフォルトでは NTLMv2 が使用されます。ただし、このプロパティを true に設定することにより、ネイティブの統
合 Windows 認証を使用しない場合に NTLMv1 を使用することを強制できます。
デフォルト： true

• lisa.vse.http.live.invocation.request.authorization.header
HTTP ライブ呼び出しステップで、ライブ サービスに対する送信要求の HTTP 許可ヘッダを置き換えるか、追加する
ために使用します。
形式： Authorization ヘッダ - <type><credentials> 例: Basic YWxhZGRpbjpvcGVuc2VzYW1l または Negotiate
TlRMTVNTUAABAAAAB4IIogAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFAs4OAAAADw==
通常これはスクリプト ステップまたは Java 実行ステップのフィルタで、動的に設定されますが、設定パラメータま
たは local.properties ファイルの一部としても設定できます。

Kerberos 認証プロパティ

• lisa.java.security.auth.login.config
ログイン設定ファイルの場所。

• lisa.java.security.krb5.conf
事前設定された場所を上書きするために使用される Kerberos 設定ファイルの場所。

• lisa.http.kerberos.principal
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プリンシパルとパスワードによる認証のために  サポートを利用するときに、ログインに使用されるプリンシパルの名
前。このパラメータは、 の起動時に暗号化されます。

• lisa.http.kerberos.pass
プリンシパルとパスワードによる認証のために  サポートを利用するときに、ログインに使用されるパスワード。この
パラメータは、 の起動時に暗号化されます。

HTTP プロキシ サーバ プロパティ

• lisa.http.webProxy.host
マシン名または IP アドレス。

• lisa.http.webProxy.nonProxyHosts
プロキシ認証から除外されるマシン名または IP アドレス。複数の値を入力するには、パイプ記号（|）で値を区切り
ます。ワイルドカードとして * を使用します。
デフォルト： 127.0.0.1

• lisa.http.webProxy.port
• lisa.http.webProxy.ssl.host
マシン名または IP アドレス。

• lisa.http.webProxy.ssl.nonProxyHosts
SSL プロキシ認証から除外されるマシン名または IP アドレス。複数の値を入力するには、パイプ記号（|）で値を区
切ります。ワイルドカードとして * を使用します。
デフォルト： 127.0.0.1

• lisa.http.webProxy.ssl.port
空白のままにすると、統合 NTLM 認証を使用します

• lisa.http.webProxy.host.domain
NTLM 認証に使用されます

• lisa.http.webProxy.host.account
• lisa.http.webProxy.host.credential
• lisa.http.webProxy.nonProxyHosts.excludeSimple
プロキシの使用から単純なホスト名を除外します。
デフォルト： true

• lisa.http.webProxy.preemptiveAuthenticationType
チャレンジが送信されるのを待たずに、先に認証情報を送信します。
値： basic、ntlm
デフォルト： ntlm

• lisa.http.timeout.connection
HTTP タイムアウト（ミリ秒） - タイムアウトを延長して無期限に待機するには、値をゼロに設定します。
デフォルト： 15000

• lisa.http.timeout.socket
HTTP タイムアウト（ミリ秒）。タイムアウトを延長して無期限に待機するには、値をゼロに設定します。
デフォルト： 180000

XML シリアライゼーション設定

• lisa.toxml.serialize.mode=NOREFERENCES

NOREFERENCES は、単純なツリーが使用されることを意味します。循環参照は許可されませ
ん。XPATHREFERENCES は、XPATH 表記が参照に使用されることを意味します。循環参照が使用できます。循環参
照がある場合、XPATHREFERENCES にフォールバックします。ただし、再読み取りであるバージョン 3.6 以前のシリ
アライゼーションは失敗し、XPATHREFERENCES のデフォルトを設定する必要がある場合があります。
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ワークステーション管理プロパティ

• lisa.ui.admin.tr.control=no
• lisa.ws.jms.SoapAction.quoted=false

SOAP over JMS と TIBCO BusinessWorks/Active Matrix： BW/AM 要求では、SOAPAction ヘッダを引用符で囲む必要が
あります。

が date、time、または dateTime をシリアライズするときには、デフォルトで以下の形式を使用します。デフォルトの
形式/タイム ゾーンを変更するには、これらのプロパティを使用します。また、テスト ケースで動的に設定することもで
きます。形式を XML スキーマの仕様に準拠しないものにも設定できます。ただし、ネガティブ テスト ケースを除き、
推奨されません。

• lisa.ws.ser.dateFormat=yyyy-MM-dd
• lisa.ws.ser.timeFormat=HH:mm:ss.SSS'Z'
• lisa.ws.ser.timeFormat.timeZone=GMT
• lisa.ws.ser.dateTimeFormat=yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'
• lisa.ws.ser.dateTimeFormat.timeZone=GMT
• ws.raw.format=true

SOAP 応答を RAW Soap ステップ用に整形する場合は、このプロパティを trueに設定します。この整形も、実行時に動
的に実行できます。

• lisa.ws.endpoint.fullautoprop=false

WS エンドポイント URL のすべては、単一の  プロパティに自動的に変換されます。WSSERVER および WSPORT プロ
パティを使用するために URL を変換する場合は、このプロパティを false に設定します。

• stats.unix.xml.folder={ {LISA_HOME } }/umetrics

IP スプーフィング

• lisa.ipspoofing.interfaces=2-34-56-78-90-AB, eth0, Realtek PCIe GBE Family Controller

インターフェース： IP スプーフィングに使用されるインターフェースのカンマ区切りリスト。これらのインターフェー
スは、MAC アドレス（JDK 1.6+）、インターフェース名、またはインターフェース表示名を使用して指定できます。

• lisa.ui.useNativeFileDialog=true

ネイティブ ファイル ダイアログ ボックスの使用を強制します。

クイック スタートの最近の項目のプロパティ

• lisa.prefill.recent
［Prefill］（事前入力）コンボ ボックス（10 以上）に表示する最新の項目の最大数を指定します。
デフォルト： 10

• lisa.quickstart.recent
［Open Recent Quick Start］（最近のクイック スタートを開く）タブ（5 以上）で表示する最近の項目の最大数を
指定します。
デフォルト： 5

LISA Invoke プロパティ

• lisa.portal.invoke.base.url
デフォルト： /lisa-invoke

• lisa.portal.invoke.report.url
デフォルト： /reports

• lisa.portal.invoke.server.report.directory
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デフォルト： lisa.tmpdirlisa.portal.invoke.report.url
• lisa.portal.invoke.test.root
デフォルト： d:/lisatests/

サーバ ホスト名プロパティ

• lisa.net.externalIP
この値は、レジストリにリモートでアクセス可能な外部 IP アドレスまたは DNS 名である必要があります。このパラ
メータは、関連する接続プロパティで参照されます。値を「localhost」のままにすると、接続したアプリケーション
に送信されたときに、レジストリ サーバの外部 IP アドレスで自動的に上書きされます。
デフォルト： localhost

から  への通信の暗号化プロパティ

通常、ネットワーク トラフィックは暗号化されません。SSL 暗号化は標準でサポートされています。「tcp」でサーバ
エンドポイントを指定する代わりに、「ssl」で指定します（例： ssl://hostname:2010/Registry）。以下のプロパティ
は、どれも設定の必要がありません。ssl でエンドポイント（およびサーバ名）を指定するだけで十分です。たとえば、
新しいシミュレータを起動するには、Simulator -name ssl://thishost:2014/Simulator -labName ssl://regHost:2010/
Registry と指定します。

• LISA_HOME\webreckeys.ks はデフォルトの内部自己署名証明書です。より強力な証明書を使用するに
は、lisa.net.keyStore.password で lisa.net.keyStore プロパティおよびプレーン テキスト パスワードを指定しま
す。 の次回起動時に、プレーン テキスト パスワードは、暗号化された文字列 lisa.net.keyStore.password_enc に置
換されます。

• lisa.default.keystore={{LISA_HOME}}webreckeys.ks
• lisa.default.keystore.pass=passphrase

識別証明書が保持される場所。サーバ インストールの場合、この値は信頼できるサーバのリストに追加される証明書で
す。相互（クライアント）認証を実行するクライアント インストールの場合、この値はサーバ側のトラストストアに追
加される証明書です。相互認証を使用しないクライアント インストールの場合、このパラメータを指定する必要はあり
ません。

• lisa.net.keyStore={{LISA_HOME}}lisa.ks
• lisa.net.keyStore.password=PlainTextPasswordWilBeConvertedToEncrypted

信頼できる証明書が保持される場所。プライマリ クライアント インストールの場合、このフィールドでは信頼できる
サーバのリストが保持されます。相互（クライアント）認証を実行するサーバ インストールの場合、このフィールドは
信頼できるクライアント証明書を配置する場所です。

• lisa.net.trustStore={{LISA_HOME}}lisa.ts
• lisa.net.trustStore.password_enc=079f6a3d304a978146e547802ed3f3a4

相互認証を使用するかどうか。

• lisa.net.clientAuth=false

ActiveMQ 接続のデフォルトのプロトコルを定義します。デフォルトは tcp です。

• lisa.net.default.protocol=tcp

IBM WebSphere MQ プロパティ

文字列値は、一意コード ジェネレータなどのデータ セットによって提供されます。

• lisa.mq.correlation.id
送信する MQ メッセージに対して 相関 ID を設定する実行時の値
デフォルト： 文字列値

• lisa.mq.correlation.id.bytes
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出力できない値に対して byte[] として相関 ID を設定する実行時の値
デフォルト： byte[]

• lisa.mq.message.id
送信する MQ メッセージに対してメッセージ ID を設定する実行時の値
デフォルト： 文字列値

• lisa.mq.message.id.bytes
出力できない値に対して byte[] としてメッセージ ID を設定する実行時の値
デフォルト： byte[]

JMS プロパティ

文字列値は、多くの場合、一意コード ジェネレータなどのデータ セットによって提供されます。

• lisa.jms.correlation.id
送信する JMS メッセージに対して JMSCorrelationID を設定する実行時の値。
値： 文字列値

• lisa.jms.ttl.milliseconds
送信する JMS メッセージに対して有効期間を設定する実行時の値。
値： 数値

• jms.always.close.jndi
true に設定すると、常に JMS ステップを使用して JNDI コンテキストをその実行の最後に閉じます。
値： true、false

その他のプロパティ

• lisa.coord.failure.list.size
テストでレポートされるエラー数が多すぎると、コーディネータは使用可能なヒープ スペースをすべて使い果たして
しまいます。ヒープ スペースが使い果たされた場合は、 を再起動する必要があります。複数のテストが実行されてい
る場合、この状況は好ましくありません。テストがステージングされても、エラーがスローされるだけになります。
このプロパティは、コーディネータのエラー リストのサイズを制限します。
デフォルト： 256

• testexec.lite.longMsgLen
長い応答のテキスト全体を表示するには、このプロパティを応答の最長の長さに設定します。テストを実行し、必要
に応じてキャプチャし、正しい応答が確実に返されることを検証したら、local.properties ファイルに追加した行をコ
メント アウトしてデフォルトの長さに戻します。
デフォルト： 1024

• java.rmi.server.hostname
コンピュータの特定の NIC を使用して通信します。
値： 選択した NIC の IP アドレス

• lisa.xml.xpath.computeXPath.alwaysUseLocalName
このプロパティは、XPath の生成時に XPath の local-name() 関数を常に使用するかどうかを設定します。デフォルト
値は false です。この値は、local-name() が必要な場合にのみ使用されることを意味します。XML ノードのネームス
ペースに関係なく動作する XPath を生成するには、このプロパティの値を true に設定します。
デフォルト： false

• lisa.commtrans.ctstats
累積 HTTP トラフィック サマリ レポートの生成に必要な情報をキャプチャするには、このプロパティをカスタム プ
ロパティ ファイルのいずれかに追加します。
デフォルト： true

• gui.viewxml.maxResponseSize
エディタまたは ITR で、XML 応答のビューを DOM ビューなしのプレーンで表示するサイズを指定するプロパティ。
デフォルト： 5 MB

• rpt.cleaner.initDelayMin
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デフォルト： 10
• rpt.cleaner.pulseMin
これらのプロパティは、レポートのクリーンアップ スレッドをより頻繁に実行するために追加されています。1 つ目
は、クリーナの開始までの初期遅延（分）です。2 つ目は実行の間隔（分）です。
デフォルト： 60

• lisa.LoadHistoryWriteSupport.max.errors
レポートされるエラー数を制限して、レポート ジェネレータがバックアップされるのを防ぎます。エラー数のカウ
ンタは、異常終了、中止、警告、エラーの 4 つのイベントに基づいて増加します。警告およびエラー、またはエラー
（警告が除外されている場合）の数が maxErrors より大きい場合、 はコーディネータを使用してテストの停止を試行
します。
デフォルト： 100

• lisa.LoadHistoryWriteSupport.includeWarnings
警告は、lisa.LoadHistoryWriteSupport.includeWarnings=false を設定して、カウンタの増分から除外できます。デ
フォルト： true

• lisa.metric.initialization.timeout
メトリック コレクタの初期化がテストまたはスイートのステージング中に発生すると、コレクタが初期化されるまで
テストまたはスイートは開始されません。デフォルト値の 90000 は、初期化が 90 秒後にタイム アウトになることを
意味します（コレクタ単位）。
デフォルト： 90000

• lisa.graphical.xml.diff.report.numberofextralines
このプロパティは、グラフィカルな XML 差分にエラーが表示される場合に、差分のある行の前後に表示される行数
を制御します。デフォルトは、前に 2 行および後に 2 行です。
値： 0、1、および 2。
デフォルト： 2

• lisa.gui.dashboard.sleep.ms
テストの終わりにダッシュボードがリフレッシュされる直前には、短い sleep() があります。この sleep() によって、
メトリック コレクタのタイムスライスがその作業を完了できます。このプロパティでタイムスライスを調整します。
形式： ミリ秒

• lisa.scripting.default.language
使用するデフォルトのスクリプト言語を指定します。
値:

• applescript （OS X 用）
– beanshell
– freemarker
– groovy
– javascript
– velocity
デフォルト： beanshell

• lisa.serverSocket.bind.backlog
サーバ ソケットをバインド中にバックログ引数を指定します。バックログは、サーバ ソケット上で保留になっている
要求された接続の最大数です。正確なセマンティクスは、実装ごとに変わります。実装によって、最大長が強制的に
制限されたり、パラメータ自体を無視するよう選択されたりします。
値： 0 より大きい数値。
デフォルト： 100

• qc.pulseInterval
HP ALM Quality Center がレジストリに ping を実行を試みる間隔を秒単位で指定します。
デフォルト： 300

• lisa.server.https.cipher.suites
に対して有効な暗号スイートを制限できます。
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NOTE
Java に付属していて有効になっている暗号スイートの一部には既知の脆弱性があり、SSL を使用する仮想
サービスの実行に対するセキュリティ スキャンで表示される場合があります。このプロパティを使用して、
を許可する暗号のみに制限することができます。

このプロパティのルールは以下のとおりです。
– このプロパティを暗号名のカンマ区切りリストに設定して、1 つまたは複数の暗号を設定します。
– このプロパティがプロパティ ファイルに含まれていない場合、またはプロパティが含まれているが値が空の場
合、JVM でサポートされているデフォルトの暗号が有効になります。

– このプロパティで指定されている暗号名のいずれも JVM でサポートされていない場合、JVM でサポートされてい
るデフォルトの暗号が有効になります。

– このプロパティで指定されている少なくとも 1 つの暗号名が JVM でサポートされている場合、それらの暗号のみ
が有効になります。

• FileNode.cache.max.size.mb
ファイルの読み取り（ディスク、URL、またはクラスパス）ステップで、キャッシュ ファイルをフラッシュするタイ
ミングをサイズで指定します。
デフォルト： 20 MB

• FileNode.cache.duration.mins
ファイルの読み取り（ディスク、URL、またはクラスパス）ステップで、キャッシュ ファイルをフラッシュするタイ
ミングを時間で指定します。
デフォルト： 30 分

• lisa.portal.url.prefix
ポータルの URL 用のプレフィックス。
デフォルト： http://

• devtest.hostname
ポータルのホスト名。
デフォルト： レジストリ サーバ

• devtest.itr.size.pref
ITR のデフォルトの幅（ピクセル）。
デフォルト： 800

• lisa.cvs.monitor.startup.delay
CVS の開始を遅延させるために使用します。これによって、コーディネータの開始に追加の時間ができ、コーディ
ネータがまだ利用できない場合の CSV ジョブの失敗を防止します。秒単位で指定します。
デフォルト： 0

• lisa.builderSession.cleanup.task.interval
ディスク上でビルダ セッションをクリーンアップするためにプロセスが実行される、断続的な時間間隔を時間単位で
指定するために使用します。
デフォルト： 1

• list.builderSession.cleanup.interval
それ以降に各ビルダ セッションがファイル システムから削除またはクリーンアップされる必要がある時間間隔を時間
単位で指定するために使用します。
デフォルト： 24

• lisa.ant.junit.passwordJUnit テストの実行時に使用するパスワードを指定するために使用します。
• lisa.ant.junit.userJUnit テストの実行時に使用するユーザ ID を指定するために使用します。

ユーザ セッション ライフタイム プロパティ

さまざまな  モジュールのすべてのユーザ セッション ライフタイムをプロパティで設定できます。

ACL セッション関連のプロパティおよびそのデフォルト値を以下に示します。

• registry.max.user.lifetime.seconds
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registry.max.user.lifetime.seconds プロパティは、セッションでユーザによって実行された最後のアクティビティ
後にユーザ セッションが有効な期間を決定する主要なセッション ライフタイム プロパティです。
ポータルに対する認証をバイパスするために、ポータルに対して SSO セキュリティ トークンがメモリ内に保持され
る秒数を指定します。
UI にアクセスするためのボタンをクリックすると、 は SSO セキュリティ トークンを使用して ACL 認証をバイパス
します。その SSO セキュリティ トークンは再利用するためにメモリに格納されます。ただし、ポータルが 20 分間
（またはこのプロパティに対して指定された秒数）アイドル状態である場合、その SSO セキュリティ トークンは期
限切れになります。その後、再認証が必要になります。ポータルを起動して、これらのボタンをクリックすると、
ユーザ ID およびパスワードを入力せずに、UI に直接移動できます。ただし、ポータルが 20 分間アイドル状態（アク
ティビティなし）であった後に、これらのボタンをクリックすると、新しいセキュリティ トークンが再度メモリに保
持されるように、ポータルはユーザ ID およびパスワードの入力を要求します。
デフォルト： 1200

以下のモジュールにはユーザ セッション ライフタイムがありますが、セッションがまだ有効かどうかを確認するために
常にレジストリと通信します。

• vse.max.user.lifetime.seconds=1200
• console.max.user.lifetime.seconds=1200
• coordinator.max.user.lifetime.seconds=1200
• simulator.max.user.lifetime.seconds=30

コンソールのリフレッシュ間隔は以下のプロパティで設定できます。

• lisa.portal.server.console.polling.interval.seconds=5

現在のセッションが有効であり期限切れになっていないかどうかを  コンソールが確認する間隔。

サイト プロパティ ファイル
site.properties ファイル内のプロパティは、レジストリからそれに接続するすべての  アプリケーションまたはサービ
スに送信されます。これらのプロパティは、lisa.properties でローカルに定義されているプロパティよりも優先されま
す。ただし、これらのプロパティは、local.properties で定義されたプロパティ、またはコマンド ラインで -D コマンド
ライン オプションを使用して定義されたプロパティに対しては優先されません。

DevTest エンタープライズ ダッシュボードのプロパティ

• devtest.enterprisedashboard.host=somehost
• devtest.enterprisedashboard.port=1506

WARNING

エンタープライズ ダッシュ ボード データベースは、レジストリのデータベースと同じデータベース スキーマ
に存在できません。site.properties はレジストリ プロセスのみで処理されるため、カスタム エンタープライ
ズ ダッシュボードのデータベースは、dradis.properties ファイルで設定される必要があります。エンタープラ
イズ ダッシュ ボードのデータベース設定の詳細については、 DevTest インストールのホーム ディレクトリで
_dradis.properties テンプレートを参照してください。

• devtest.enterprisedashboard.https.enabled=false
エンタープライズ ダッシュボードがスキーマ HTTP または HTTP/S を使用して実行することを示します。

データベース プロパティ

これらは、レジストリ データベースに接続する DevTest によって使用されるデフォルトのプロパティです。

Derby は、分散環境ではサポートされていません。分散環境では、エンタープライズ データベースを使用する必要があ
ります。
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レポート、VSE、ACL、およびブローカなどのコンポーネントがデータベースと通信します。デフォルトでは、これらの
コンポーネントは共通の接続プールを使用します。ただし、それぞれに個別のプールを定義したり、組み合わせたりでき
ます。新しい接続プールを定義するには、lisadb.pool.newpool.url などのプロパティを追加します。基盤となるプール
実装はオープン ソースの c3p0 プールです。 ではさまざまなプロパティが継承されています。選択可能な c3p0 設定の情
報については、http://www.mchange.com/projects/c3p0/index.html#configuration_properties を参照してください。

• lisadb.reporting.poolName
デフォルト： common

• lisadb.acl.poolName
デフォルト： common

• lisadb.broker.poolName
デフォルト： common

• lisadb.pool.common.driverClass
デフォルト： org.apache.derby.jdbc.ClientDriver

• lisadb.pool.common.url
デフォルト： jdbc:derby://localhost:1528/database/lisa.db;create=true

• lisadb.pool.common.user
デフォルト： rpt

• lisadb.pool.common.password_enc
デフォルト： 76f271db3661fd50082e68d4b953fbee

以下のプール プロパティは、 のアイドル時の接続数を最小限に抑えます。

• lisadb.pool.common.minPoolSize
デフォルト： 0

• lisadb.pool.common.initialPoolSize
デフォルト： 0

• lisadb.pool.common.maxPoolSize
デフォルト： 10

• lisadb.pool.common.acquireIncrement
デフォルト： 1

• lisadb.pool.common.maxIdleTime
デフォルト： 45

• lisadb.pool.common.idleConnectionTestPeriod
デフォルト： 5

レジストリの内部 Derby データベース インスタンスが開始される必要がありますか。

• lisadb.internal.enabled
レジストリが内部 Derby データベースを起動するかどうかを制御します。
デフォルト： true

レジストリ データベースの設定の詳細については、以下のビデオを参照してください。

Oracle プロパティ

• lisadb.pool.common.driverClass
デフォルト： oracle.jdbc.driver.OracleDriver

• lisadb.pool.common.url
デフォルト： jdbc:oracle:thin:@[HOST]:1521:[SID]

• lisadb.pool.common.user
デフォルト： [user name]

• lisadb.pool.common.password
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デフォルト： [password]

MS SQL Server プロパティ

• lisadb.pool.common.driverClass
デフォルト： com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver

• lisadb.pool.common.url
デフォルト： jdbc:sqlserver://[SERVER]:[PORT];databaseName=[DATABASENAME]

• lisadb.pool.common.user
デフォルト： [user name]

• lisadb.pool.common.password
デフォルト： [password]

DB2 プロパティ

• lisadb.pool.common.driverClass
デフォルト： com.ibm.db2.jcc.DB2Driver

• lisadb.pool.common.url
デフォルト： jdbc:db2://[HOSTNAME]:[PORT]/[DATABASENAME]

• lisab.pool.common.user
デフォルト： [user name]

• lisadb.pool.common.password
デフォルト： [password]

MySQL プロパティ

• lisadb.pool.common.driverClass
デフォルト： com.mysql.jdbc.Driver

• lisadb.pool.common.url
デフォルト： jdbc:mysql://[DBHOST]:[DBPORT]/[DBNAME]

• lisadb.pool.common.user
デフォルト： [user name]

• lisadb.pool.common.password
デフォルト： [password]

Derby プロパティ

• lisadb.pool.common.driverClass
デフォルト： org.apache.derby.jdbc.ClientDriver

• lisadb.pool.common.url
デフォルト： jdbc:derby://[SERVER]:[PORT]/[DATABASE];create=true

• lisadb.pool.common.user
デフォルト： [user name]

• lisadb.pool.common.password
デフォルト： [password]
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PostgresSQL プロパティ

• lisadb.pool.common.driverClass
デフォルト： org.postgresql.Driver

• lisadb.pool.common.url
デフォルト： jdbc:postgresql://[server]:[port]/[database]

• lisadb.pool.common.user
デフォルト： [user name]

• lisadb.pool.common.password
デフォルト： [password]

DCM の設定

• lisa.dcm.labstartup.min=6
• lisa.dcm.lisastartup.min=4
• lisa.dcm.lisashutdown.min=2
• lisa.dcm.lab.cache.sec=<180 default>
• lisa.dcm.lab.factories=com.itko.lisa.cloud.serviceMesh.ServiceMeshCloudSupport;com.itko.lisa.cloud.vCloud.vCloudDirectorCloudSupport;;
• lisa.dcm.SERVICEMESH.baseUri=<url>
• lisa.dcm.SERVICEMESH.userId=<userId>
• lisa.dcm.SERVICEMESH.password=<password>
• lisa.dcm.vCLOUD.baseUri=<https://<fqdn>/api/versions>
• lisa.dcm.vCLOUD.userId=<userId>
• lisa.dcm.vCLOUD.password=<password>
• lisa.net.timeout.ms=60000
• GroupTag の設定
ワークステーション、V3 API、または REST 呼び出し API を使用して仮想サービスの展開/再展開中にグループ タグ
を必須にするには、次のプロパティを true に設定します。devtest.groupTag.mandatory=true

logging.properties
logging.properties ファイルを使用して、 およびサードパーティ ソフトウェア内のログ レベルを制御するプロパティを
設定できます。

• log4j.rootCategory
デフォルト： INFO, A1

クラウド実行の一元化されたログ記録を提供するには、レジストリ アペンダを追加し logging.properties ファイル内のレ
ジストリ アペンダ プロパティのコメントを解除します。以下に例を示します。

log4j.rootCategory=INFO,A1,registry

以下の行は、 によって使用されるサードパーティ ライブラリのログ レベルを調節します。ログ レベルを指定すること
により、 に無関係なメッセージでログがいっぱいになることがなくなります。

• log4j.logger.com.teamdev
デフォルト： WARN

• log4j.logger.EventLogger
デフォルト： WARN

• log4j.logger.org.apache
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デフォルト： ERROR
• log4j.logger.com.smardec
デフォルト： ERROR

• log4j.logger.org.apache.http
デフォルト： ERROR

• log4j.logger.org.apache.http.header
デフォルト： ERROR

• log4j.logger.org.apache.http.wire
デフォルト： ERROR

• log4j.logger.com.mchange.v2
デフォルト： ERROR

• log4j.logger.org.hibernate
デフォルト： WARN

• log4j.logger.org.jfree
デフォルト： ERROR

• log4j.logger.com.jniwrapper
デフォルト： ERROR

• log4j.logger.sun.rmi
デフォルト： INFO

• log4j.logger.com.itko.util.ThreadDumper
デフォルト： INFO

• log4j.logger.profiler
プロファイル イベントをログに記録する場合、このプロパティを INFO に設定します。
デフォルト： OFF

• log4j.appender.A1
デフォルト： com.itko.util.log4j.TimedRollingFileAppender

• log4j.appender.A1.File
デフォルト： ${lisa.tmpdir}/${LISA_LOG}

• log4j.appender.A1.MaxFileSize
デフォルト： 10MB

• log4j.appender.A1.MaxBackupIndex
デフォルト： 5

• log4j.appender.A1.layout
デフォルト： org.apache.log4j.EnhancedPatternLayout

• log4j.appender.A1.layout.ConversionPattern
デフォルト： %d{ISO8601}{UTC}Z (%d{HH:mm}) [%t] %-5p %-30c - %m%n

• log4j.logger.VSE
VSE トランザクション一致/不一致イベント用に別のログを保持します。個別ログの使用することにより、デバッグが
非常に簡単になります。
実稼働システムでは、INFO を WARN に変更します。ログ記録によってトランザクション レートが高くなり、シ
ステムの速度が低下する場合があります。以下の行をコメント アウトする場合は注意してください。ログ レベル
を、INFO ではなく OFF または WARN に明示的に設定します。
デフォルト： INFO、VSEAPP

• log4j.additivity.VSE
VSE のログをその他のログ宛先に追加するには、この行をコメントアウトします。
デフォルト： false

• log4j.appender.VSEAPP
デフォルト： com.itko.util.log4j.TimedRollingFileAppender

• log4j.appender.VSEAPP.File
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デフォルト： ${lisa.tmpdir}/vse_matches.log
• log4j.appender.VSEAPP.MaxFileSize
デフォルト： 10MB

• log4j.appender.VSEAPP.MaxBackupIndex
デフォルト： 20

• log4j.appender.VSEAPP.layout
デフォルト： org.apache.log4j.EnhancedPatternLayout

• log4j.appender.VSEAPP.layout.ConversionPattern
デフォルト： %d{ISO8601}{UTC}Z (%d{HH:mm})[%t] %-5p - %m%n
アドバイザリ イベントに対して個別のログを保持します。このロガーは、潜在的なメモリ リークなどの、潜在的な設
定の問題を警告します。このログは、ノイズを最小化するために、意図的にアプリケーション ログとは別に保持しま
す。

• log4j.logger.ADVICE
デフォルト： INFO, ADVICE_APP

• log4j.additivity.ADVICE
デフォルト： false

• log4j.appender.ADVICE_APP
デフォルト： org.apache.log4j.RollingFileAppender

• log4j.appender.ADVICE_APP.File
デフォルト： ${lisa.tmpdir}/advice.log

• log4j.appender.ADVICE_APP.MaxFileSize
デフォルト： 10MB

• log4j.appender.ADVICE_APP.MaxBackupIndex
デフォルト： 20

• log4j.appender.ADVICE_APP.layout
デフォルト： org.apache.log4j.EnhancedPatternLayout

• log4j.appender.ADVICE_APP.layout.ConversionPattern
デフォルト： %d{ISO8601}{UTC}Z (%d{HH:mm}) %-5p - %m%n

• log4j.logger=NIOSession
再生中に、より高いレベルの状態情報をログに記録するには、NIO セッション ロジックを有効にします。このログ
記録は、現在のログ記録の INFO レベルではなく TRACE ログ レベルで行われます。NIO トレースを有効にするに
は、local.properties で com.itko.lisa.vse.sio.loggerName=NIOSession に設定します。

有効な場合、定期的なスレッド ダンプはここに送信されます。 は INFO レベルでログを書き込みます。そのため、ス
レッド ダンプを取得するには、 サーバまたは  が実行されていても、次の行の WARN を INFO に変更します。このアク
ションにより、指定されたファイルに 30 秒でスレッド ダンプが出力されます。詳細については、lisa.properties 内で
「threadDump」を検索してください。このアクションによって、スレッド ダンプを容易に取得してパフォーマンスの
問題をデバッグできるようにもなります。次の行の WARN を INFO に変更して 1 ～ 2 分待機します。その後、設定を
WARN に戻します。

また、LISA_HOME/bin/ServiceManager アプリケーションで特定の時点のスレッド ダンプを生成できます。たとえ
ば、jstack などの標準的な Java ツールを使用するか、または以下のコマンドを発行します。

ServiceManager -threadDump tcp://hostname:2014/Simulator

• log4j.logger.threadDumpLogger
デフォルト： WARN, THREAD_DUMPS

• log4j.additivity.threadDumpLogger
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デフォルト： false
• log4j.appender.THREAD_DUMPS
デフォルト： org.apache.log4j.RollingFileAppender

• log4j.appender.THREAD_DUMPS.File
デフォルト： ${lisa.tmpdir}/threadDumps/TD_${LISA_LOG}

• log4j.appender.THREAD_DUMPS.MaxFileSize
デフォルト： 10MB

• log4j.appender.THREAD_DUMPS.MaxBackupIndex
デフォルト： 20

• log4j.appender.THREAD_DUMPS.layout
デフォルト： org.apache.log4j.EnhancedPatternLayout

• log4j.appender.THREAD_DUMPS.layout.ConversionPattern
デフォルト： %d{ISO8601}{UTC}Z (%d{HH:mm}) [%t] %-5p - %m%n

• log4j.appender.registry
ログ記録を（リモート）レジストリにミラーリングします。
デフォルト： com.itko.lisa.net.LoggingToRegistryAppender

• log4j.appender.registry.layout
デフォルト： org.apache.log4j.EnhancedPatternLayout

• log4j.appender.registry.layout.ConversionPattern
デフォルト： %d{ISO8601}{UTC}Z [%t] %-5p - %m%n

以下のプロパティでは、vse.log に HTTP ベースのトラフィックの要求および応答を出力します。この情報は、「一致が
見つかりません」応答を返す仮想サービスをデバッグするのに役立ちます。そのような結果は、VS が予期された要求を
受信しなかったことを示す場合があります。

このログ メッセージでは、TCPMON が示すものと同じ要求および応答が明らかになります。仮想サービスとそのクライ
アント アプリケーションの間に TCPMON を挿入することなく、要求および応答が vse.log に出力されます。以下のオプ
ションでは、HTTP 要求および応答のみをログ記録します。特に、予期しないメッセージで仮想サービスが応答してい
て、RAW 応答と RAW 要求を一致させる場合、これらは仮想サービスのデバッグに役立ちます。    

• log4j.logger.com.itko.lisa.vse.http.Transaction
このクラスを移動する要求を vse.log に出力します。このログ メッセージは、「Raw playback response」で始まり
ます。
値： TRACE、NULL
デフォルト： Null

• log4j.logger.com.itko.lisa.vse.stateful.protocol.http.Coordinator
このクラスを移動する要求を vse.log に出力します。このログ メッセージは、「Raw request start」で始まります。
値： TRACE、NULL
デフォルト： Null

• log4j.logger.com.itko.lisa.vse.stateful.protocol.http.HttpListenStep
このクラスを移動する要求を vse.log に出力します。このログ メッセージは、「Raw request start」で始まります。
値： TRACE、NULL
デフォルト： Null

以下の行は、 によって使用されるサードパーティ ライブラリのログ レベルを調整します。そのため、ログに  に無関係
なメッセージは含まれません。指定しない場合、デフォルト値は log4j.rootCategory プロパティで指定された値になり
ます。

• log4j.logger.com.teamdev
値： INFO、WARN、ERROR、FATAL

• log4j.logger.EventLogger
値： INFO、WARN、ERROR、FATAL

• log4j.logger.org.apache
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値： INFO、WARN、ERROR、FATAL
• log4j.logger.com.smardec
値： INFO、WARN、ERROR、FATAL

• log4j.logger.org.apache.http
値： INFO、WARN、ERROR、FATAL

• log4j.logger.org.apache.http.header
値： INFO、WARN、ERROR、FATAL

• log4j.logger.org.apache.http.wire
値： INFO、WARN、ERROR、FATAL

• log4j.logger.com.mchange.v2
値： INFO、WARN、ERROR、FATAL

• log4j.logger.org.hibernate
値： INFO、WARN、ERROR、FATAL

• log4j.logger.org.jfree
値： INFO、WARN、ERROR、FATAL

• log4j.logger.com.jniwrapper
値： INFO、WARN、ERROR、FATAL

• log4j.logger.sun.rmi
値： INFO、WARN、ERROR、FATAL

• log4j.logger.com.itko.util.ThreadDumper
値： INFO、WARN、ERROR、FATAL

• log4j.logger.org.eclipse
値： INFO、WARN、ERROR、FATAL

• log4j.logger.org.codehaus
値： INFO、WARN、ERROR、FATAL

• log4j.logger.org.grails
値： INFO、WARN、ERROR、FATAL

• log4j.logger.grails
値： INFO、WARN、ERROR、FATAL

• log4j.logger.org.springframework
値： INFO、WARN、ERROR、FATAL

• log4j.logger.jndi
値： INFO、WARN、ERROR、FATAL

• log4j.logger.org.flywaydb
値： INFO、WARN、ERROR、FATAL

• log4j.logger.com.jayway
値： INFO、WARN、ERROR、FATAL

• log4j.logger.net.sf
値： INFO、WARN、ERROR、FATAL

• log4j.logger.org.quartz
値： INFO、WARN、ERROR、FATAL

エンタープライズ ダッシュボード プロパティ（dradis.properties）
dradis.properties ファイルには、エンタープライズ ダッシュボードで使用されるプロパティのデフォルト値が含まれて
います。

• dradis.webserver.port=1506
組み込み Web サーバ

• dradis.webserver.host=0.0.0.0
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組み込み Web サーバのホスト： 「0.0.0.0」はすべてのローカル アドレスにバインドします
• dradis.db.internal.enabled=false
エンタープライズ ダッシュボードで内部 Derby データベース インスタンスが起動するかどうかを指定します。

• dradis.db.internal.host=0.0.0.0
使用する内部 Derby DB ネットワーク インターフェース（0.0.0.0 はすべてのネットワーク インターフェースを示し
ます）。

• dradis.db.internal.port=1530
使用する内部 Derby DB ポート番号

• dradis.db.internal.start.retries=3
• dradis.db.internal.start.delay=5000
• dradis.iam.redirectLoginToIAM=false
エンタープライズ ダッシュボードのログイン ページを IAM にリダイレクトするかどうかを指定します。自動的にロ
グインするには、このプロパティを true に設定します。
デフォルト： false

• dradis.iam.clientId=ed_<hostname>_1506
IAM に登録されているエンタープライズ ダッシュボードの clientId を指定しま
す。dradis.iam.redirectLoginToIAM=true の場合、このプロパティは自動ログインまたは Kerberos ログインで使用さ
れます。

代替データベースの接続文字列テンプレート

Oracle テンプレート

• dradis.db.driverClass=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
• dradis.db.url=jdbc:oracle:thin:@[HOST]:1521:[SID]
• dradis.db.user=[USER]
• dradis.db.password=[PASSWORD]

Microsoft SQL Server テンプレート

• dradis.db.driverClass=com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
• dradis.db.url=jdbc:sqlserver://[SERVER]:[PORT];databaseName=[DATABASENAME]
• dradis.db.user=[USER]
• dradis.db.password=[PASSWORD]

DB2 のテンプレート

• dradis.db.driverClass=com.ibm.db2.jcc.DB2Driver
• dradis.db.url=jdbc:db2://[HOSTNAME]:[PORT]/[DATABASENAME]
• dradis.db.user=[USER]
• dradis.db.password=[PASSWORD]

MySQL のテンプレート

• dradis.db.driverClass=com.mysql.jdbc.Driver
• dradis.db.url=jdbc:mysql://[DBHOST]:[DBPORT]/[DBNAME]
• dradis.db.user=[USER]
• dradis.db.password=[PASSWORD]
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Derby のテンプレート

• dradis.db.driverClass=org.apache.derby.jdbc.ClientDriver
• dradis.db.url=jdbc:derby://[SERVER]:[PORT]/[DATABASE];create=true
• dradis.db.user=[USER]
• dradis.db.password=[PASSWORD]

PostgresSQL テンプレート

• dradis.db.driverClass=org.postgresql.Driver
• dradis.db.url=jdbc:postgresql://[SERVER]:[PORT]/[DATABASE]
• dradis.db.user=[USER]
• dradis.db.password=[PASSWORD]

AzureSQL テンプレート

• dradis.db.driverClass=com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
• dradis.db.url=jdbc: sqlserver://[SERVER]:[PORT]/[DATABASE]; Authentication=ActiveDirectoryMsi

HTTP/S の有効化と Web サーバ SSL キーストアのセットアップ

• dradis.webserver.https.enabled=true
• dradis.webserver.ssl.keystore.location={{DRADIS_HOME}}webserver.ks
• dradis.webserver.ssl.keystore.password=yourpassword
• dradis.webserver.ssl.keymanager.password=yourpassword

エンタープライズ ダッシュボードの設定に関する詳細については、以下のビデオを参照してください。

ポータルのプロパティ ファイル（phoenix.properties）

Phoenix プロパティ

phoenix.properties ファイルには、ポータルで使用されるプロパティのデフォルト値が含まれています。

• phoenix.transactions.isStateless=true
［すべてのトランザクションをステートレスとして処理する］を有効にするかどうかを指定します。
デフォルト： true

• phoenix.monitoring.autoRefresh.enabled=false
デフォルトで、VSE モニタリング ビューの自動リフレッシュが有効になっている場合に指定します。
デフォルト： false

• phoenix.monitoring.autoRefresh.interval=15
VSE モニタリング ビューの更新間隔（秒）のデフォルト値を指定します。
デフォルト： 15

• phoenix.monitoring.pagesize=10
VSE モニタリング ビューの VS テーブルに表示される行のデフォルト数を指定します。
値: 5、10、15、20、25
デフォルト： 10

• phoenix.iam.redirectLoginToIAM=false
DevTest ポータルのログイン ページを IAM にリダイレクトするかどうかを指定します。自動的にログインするには、
このプロパティを true に設定します。
デフォルト： false

• phoenix.iam.clientId=portal_<hostname>_1507
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IAM に登録されている  ポータルの clientId を指定します。phoenix.iam.redirectLoginToIAM=true の場合、このプロパ
ティは自動ログインまたは Kerberos ログインに対して使用されます。

NOTE
ポータルが自動ログイン モードのときにポートおよびプロトコルを変更する場合は、clientId に新しい名前
を指定します。

• GroupTag の設定
ポータルを使用して仮想サービスの展開/再展開中にグループ タグを必須にするには、次のプロパティを true に設定
します。phoenix.groupTag.mandatory=true

レジストリ設定

リモートのエンドポイントから設定を許可するレジストリのプロパティです。ポータルがこのレジストリに接続し、以下
のプロパティを使用して場所が定義されます。

• registry.host=localhost
• registry.port=2010
• registry.portal.port=1505
• registry.https.enabled=true

HTTP/S の有効化と SSL キーストアのセットアップ

以下の手順に従って phoenix.properties ファイルで SSL を設定します。

1. _phoenix.properties ファイルをコピーして、phoenix.properties として保存します。
2. コメント化を解除し、以下のプロパティを設定します。

– registry.https.enabled
デフォルト値は true です。値は変更しないでください。

– phoenix.https.enabled
デフォルト値は true です。値は変更しないでください。

– phoenix.ssl.keystore
デフォルト値は {{LISA_HOME}}webserver.ks です。別のファイル名のキーストア ファイル、または別のディレク
トリにあるキーストア ファイルを使用する場合は、値を変更します。

– phoenix.ssl.keystore.password
値を、キーストア ファイルを生成するときに定義したパスワードに設定します。

– phoenix.ssl.keymanager.password
値を、キーストア ファイルを生成するときに定義したキー マネージャのパスワードに設定します。別のパスワー
ドを指定していない場合、このパスワードはキーストアのパスワードと同じです。

3. phoenix.properties ファイルを保存します。
4. DevTest ポータルを再起動して設定を有効にします。

IAM プロパティ
iam.properties ファイルを使用して、Identity and Access Manager の以下のプロパティを定義できます。

これらのプロパティには、 のインストール中に選択した値が最初に入力されますが、いつでも変更できます。このプロ
パティ ファイルは、インストール ディレクトリ（LISA_HOME）の IdentityAccessManager フォルダ内にあります。

NOTE

{IAM_HOME} は、実行時に解決されます。
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IAM のキーストアおよびトラストストアのプロパティ

• iam.keystore=${IAM_HOME}certs/webreckeys.ks
IAM キーストアの場所。

• iam.keystore.password=passphrase
IAM キーストアにアクセスするためのパスワード。この値は最初にプレーン テキストとして入力されますが、変更を
加えた後に Identity and Access Manager を初めて起動したときに暗号化されます。

• iam.truststore=${IAM_HOME}certs/iam-truststore.ks
IAM トラストストアの場所。

• iam.truststore.password=passphrase
IAM トラストストアにアクセスするためのパスワード。この値は最初にプレーン テキストとして入力されますが、変
更を加えた後に Identity and Access Manager を初めて起動したときに暗号化されます。

IAM データベース設定プロパティ

NOTE
基礎となるコンポーネント Keycloak が 4.8.0 バージョン以降 DB2 のサポートを停止したため、DB2 は IAM
10.7 ではサポートされません。

• iam.db.vendor
データベース ベンダーを指定します。Identity and Access Manager では、mysql、oracle、mssql、および
postgres をサポートしています。
– iam.db.vendor=mssql

iam.db.url=jdbc:sqlserver://

azuresqlserver.database.windows.net:1433;databaseName=IAM;Authentication=ActiveDirectoryMsi

#Windows #iam.db.jdbc.driver.path=C:\\Users\\Administrator\\Downloads\\mssql-jdbc-8.2.0.jre8.jar

#Linux iam.db.jdbc.driver.path=/tmp.jars/mssql-jdbc-8.2.0.jre8.jar 

• iam.db.url
IAM データベースの URL。

• iam.db.user
IAM データベースにアクセスするためのユーザ ID。

• iam.db.password
IAM データベースにアクセスするためのパスワード。

• iam.db.jdbc.driver.class
JDBC ドライバ クラスを指定するためのオプションのプロパティ。このプロパティを使用してデフォルト値を上書き
することもできます。

• iam.db.jdbc.driver.path
JDBC ドライバ jar のパスを指定します。デフォルトでは、このプロパティは指定されたデータベース ベンダーの特
定のドライバを探します。
– mysql： ${IAM_HOME}/database/drivers/mysql-connector-java-5.1.46.jar
– oracle： ${IAM_HOME}/database/drivers/ojdbc7.jar
– mssql： ${IAM_HOME}/database/drivers/sqljdbc42.jar
– postgres： ${IAM_HOME}/database/drivers/postgresql-42.2.2.jar
データベース ベンダーのデフォルトの jar を追加するか、別の jar を追加してパスを指定することができます。

Kerberos 設定プロパティ

• sun.security.krb5.msinterop.kstring=true
ログイン名に非 ASCII （ウムラウト/発音区別符号/英語以外）の文字を使用して、Kerberos を介したユーザの自動ロ
グインを有効にします。このパラメータを追加したら IAM を再起動します。
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テスト ステップの説明
### ####は、実行される 1 つのテスト アクションを表すテスト ケース ワークフローのエレメントです。

このセクションでは、以下のテスト ステップについて説明します。

テスト ステップの標準的なオプション
以下のオプションにより、テスト ケースのフローを制御できます。

テストを中止する

以下の手順に従います。

1. その後にテスト ケースを中止させるテスト ステップを右クリックします。
2. ［次のステップ］-［テストを中止する］を選択します。
テストを中止するステップはテスト ケースを終了し、中止したとしてステップをマークします。

テストを終了する

以下の手順に従います。

1. その後にテスト ケースを終了させるテスト ステップを右クリックします。
2. ［次のステップ］-［テストを終了する］を選択します。
このステップはテストを完了し、正常に終了したとしてテストをマークします。

テストを失敗させる

以下の手順に従います。

1. その後にテスト ケースを失敗させるテスト ステップを右クリックします。
2. ［次のステップ］-［テストを失敗させる］を選択します。
テストを失敗させるステップはテスト ケースを失敗させ、失敗したとしてテストをマークします。

Web / Web サービス ステップ
以下のステップは Web/Web サービス カテゴリで使用可能です。

HTTP/HTML 要求ステップ
HTTP/HTML 要求ステップは、HTTP(S) 要求を送受信する従来の Web アプリケーションをテストするために使用されま
す。要求には GET パラメータおよび POST パラメータを含めることができます。また、必要に応じて、応答として埋め
込みイメージを含めることができます。また、Web サイト プロキシ レコーダを使用して、HTTP ステップを記録できま
す。

HTTP/HTML 要求 ステップには、「HTTP(s) ##GET#####POST## #URL #####」という命名規則を使用したデフォルト
の名前があります。例は HTTP GET rejectCard.jsp です。ステップ名は、いつでも変更できます。

設計時に HTTP/HTML ステップを手動で実行することができます。［アクション］-［ここから再生］を選択すると、 が
ステップ応答が保存して、ステップ エディタで応答値を表示できるようになります。

テスト ケースにこのステップを追加した場合、ステップ エディタには以下のタブが含まれます。
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• ［URL トランザクション情報］タブ
• ［HTTP ヘッダ］タブ
• ［応答］タブ
• ［SSL］タブ

［URL トランザクション情報］タブ

URL の構築に使用される情報を指定します。

以下のオプションのいずれかを使用して、URL トランザクション情報を設定できます。

• URL を分割して指定
• プロパティの使用

URL を分割して指定

URL を必要な部分に分割して指定するには、このオプションを選択します。

• プロトコル
Web サーバとの通信に使用されるプロトコル。デフォルトは http です。

• ホスト名
Web サーバのホスト名。SERVER プロパティを使用するか、またはアプリケーション サーバのホスト名または IP ア
ドレスを入力します。ホスト名には、wm などのドメイン名、または 123.4.5.6 などの IP アドレスを指定できます。
ローカル Web サーバの場合は、ホスト名 localhost または IP アドレス 127.0.0.1 を使用します。

• ポート
（オプション）必要に応じて、PORT プロパティまたは Web サーバにアクセスするために使用される Web サーバの
ポートを使用します。たとえば、Apache Tomcat Web サーバにアクセスするために必要なポートは、デフォルトでは
8080 です。

• パス
アクセスするファイルのパス。たとえば、アクセスする URL が http://localhost:8080/mysite/index.jsp である場合
は、「mysite/index.jsp」と入力します。

• ユーザ
アプリケーション サーバにユーザ ID が必要な場合に入力します。

• パスワード
アプリケーション サーバにパスワードが必要な場合に入力します。

• エンコーディング
使用可能な値のリストは、lisa.supported.html.request.encodings プロパティによって制御されます。サポートす
るエンコーディングを含めるためにカンマ区切りリストを変更できます。また、基盤となる JVM は、このリストのエ
ンコーディングをすべてサポートする必要があります。このリストでサポートされていないエンコーディングを Web
ページが使用する場合、ドロップダウンのエントリは空白です。その状態で保存すると、 は、エンコーディングを 
のデフォルト（lisa.properties 内の file.encoding キー）に置き換えます。また、HTTP/HTML 要求ステップを作成する
ときにエンコーディングが選択されていない場合は、 のデフォルトのエンコーディングが使用されます。

• URL パラメータ
GET （URL）要求パラメータ： これらの要求パラメータは、URL の一部として渡されます。これらは、Web ブラウ
ザのアドレス バーに表示されます。

• POST パラメータ
POST 要求パラメータ。この要求パラメータは、ページ要求のボディの一部として渡されます。これらは、Web ブラ
ウザのアドレス バーに表示されません。

• フォーム エンコーディング
ステップの実行中、パラメータは送信時に URL エンコードされます。MIME タイプは application/x-www-form-
urlencoded です。

• すべての既知の状態
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テスト ケース プロパティ、データ セット、およびフィルタなどの既知のプロパティがすべてリスト表示されます。
• 参照されているファイルをダウンロード (img、link、script、embed)
このチェック ボックスがオンになっている場合、ステップはテスト環境に Web ページ イメージをダウンロードしま
す。このチェック ボックスをオンにしない場合、イメージはダウンロードされません。

以下の表では、［URL パラメータ］および［POST パラメータ］セクションで使用可能なツールバーの一部であるその
他の機能について説明します。

フィールド アイコン 説明
追加 パラメータを追加します

上矢印 パラメータのリストでパラメータを上へ移
動させます

下矢印 パラメータのリストでパラメータを下へ移
動させます

削除 パラメータを削除します

検索:  テキストを検索します
このパラメータを動的にするために参照ス
テップからフィルタを自動生成します。

実行時にこのプロパティを自動入力するた
めの新しいフィルタを作成します。フィル
タの詳細については、「フィルタ」を参照
してください。

選択された [すべての既知の状態] のプロパ
ティを現在のパラメータに適用します

パラメータに状態を適用します。状態の適
用の詳細については、以下の「すべての既
知の状態」を参照してください。

パターンにしたがい、すべての [すべての
既知の状態] プロパティをすべてのプロパ
ティに自動適用

パターンによって可能なすべてのプロパテ
ィにすべての状態を適用します。状態の適
用の詳細については、「すべての既知の状
態」を参照してください。

すべての既知の状態

テスト ケース プロパティ、データ セット、およびフィルタなどのすべての既知のプロパティは、［すべての既知の状
態］パネルに表示されます。

URL 要求 パラメータにプロパティの値を割り当てることができます。
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たとえば、LISA_USER データ セット キーの値を上記の例の u_login request パラメータに割り当てるには、以下の手
順に従います。

1. ［URL パラメータ］ペインで、u_login キーを選択します。
2. ［すべての既知の状態］パネルで、LISA_USER キーを選択します。
3. ［選択された［すべての既知の状態］のプロパティを現在のパラメータに適用します］

をクリックします。
変更を確認する警告メッセージが表示されます。

4. ［OK］をクリックします。
新しいプロパティが［URL パラメータ］ペインに表示されます。
URL パラメータ キーのすべての名前が［すべての既知の状態］キーの名前と同じである場合、［すべてに適用す
る］をクリックして、関連するパラメータに迅速にすべてのプロパティを割り当てることができます。

プロパティの使用

このオプションが選択されている場合、以下のパラメータを指定できます。

• プロパティ キー
接続情報が含まれるプロパティを指定します。

• 参照されているイメージをダウンロード（img、link、script、embed）
このチェック ボックスがオンになっている場合、ステップはテスト環境に Web ページ イメージをダウンロードしま
す。このチェック ボックスをオンにしない場合、イメージはダウンロードされません。

［HTTP ヘッダ］タブ

［HTTP ヘッダ］タブでは、任意のカスタム HTTP ヘッダを作成します。

［カスタム HTTP ヘッダ（現在のみ）］セクションは、この要求でのみサーバに送信されるヘッダ用です。

［カスタム HTTP ヘッダ（永続）］セクションは、このトランザクションおよびテストのその他のすべてのトランザク
ションで送信されるヘッダ用です。

いずれかのセクションで要求パラメータを作成するには、［追加］

をクリックして目的の値のキーおよび値を変更します。

［Response］タブ

［応答］タブには、このテストが記録されたときにサーバが返す HTTP 応答が表示されます。以下のものが表示されま
す。

• 応答のソース
• 応答の DOM ツリー

［SSL］タブ

［SSL］タブでは、単一または複数の SSL 証明書に情報を入力できます。

単一の SSL 証明書の使用

以下の情報を入力します。

• SSL キーストア ファイル
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クライアント アイデンティティ証明書が格納されるキーストア ファイルの名前。このファイルは JKS または PKCS
形式です。

• SSL キーストア パスワード
キーストア ファイルのパスワード。

• SSL キー エイリアス
サーバの秘密鍵を格納および取得するために使用されるエイリアスを定義するキーストア属性。

• SSL キー パスワード
JKS キーストアを使用する場合に、キーにキーストアとは異なるパスワードがあるときのキー エントリ用のパスワー
ド。

複数の SSL 証明書の使用

1 つのステップで複数の証明書を使用するには、データ セットに SSL 情報を格納します。以下の例は、複数の証明書に
関する情報を格納するためにデータ シートを使用する方法を示しています。

この例では、デモ サーバはバックグラウンドで実行されており、それはクライアント側認証を必要とするように設定さ
れています。デモ サーバは、5 つの証明書を受理します。それらの証明書のキーストア ファイルは「keystore」という
名前でプロジェクト構造の Data フォルダに格納されています。これらのキーストア ファイルは pkcs12 キーストアで
す。

次に、HTTPS 要求ステップを追加し、https をプロトコルとして指定します。また、ポートおよびパスを入力します。
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このプロセスがすべての証明書で動作することを確認し、テストを 1 回のみ実行するために、このテスト ステップ用に
データ セットを作成します。データ セットを作成するために、［ユーザ定義データ シートの作成］データ セットを使
用します。データ セットには Certificate Information という名前を付け、データ セットの各行を 1 回実行して終了する
ように設定します。証明書にはそれぞれ 5 つの証明書および 4 つのパラメータがあります。情報を入力したら、［デー
タ シート スケルトンの作成］ボタンを使用して、エディタを開きます。

keystoreFile については、後で相対パスを使用できるように、キーストアの短いファイル名を使用します。パスワード列
を暗号化するには、列ラベルを右クリックして［暗号化］を選択します。
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HTTP ステップに戻り、［SSL］タブを選択します。変数にプロパティの置換を使用します。パスワード フィールド
に、「{{keystorePassword}}」および「{{keyPassword}}」を入力します。

テストは［クイック テストのステージング］を使用してステージングされ、すべてのテストが正常に完了しています。5
つのすべての証明書がデモ サーバに対してテストされ、クライアント認証はそれらのすべてに対して正常に動作しまし
た。

 1891



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

REST ステップ
REST ステップは、GET および POST のパラメータを含む HTTP(S) 要求を送受信する REST アプリケーションをテス
トするために使用されます。

以下のメソッドがサポートされています。

• GET
• ポスト
• 削除
• PUT
• HEAD
• PATCH
• OPTIONS

パラメータを表示するには、右の垂直バーの［テスト状態］をクリックします。［テスト状態］領域がスライドして開き
ます。このリストは、ドッキング、固定、または非表示にできます。

project.config ファイルから読み取られたパラメータをエンコードするには、［URL 内のプロパティ値のエンコー
ド］チェック ボックスをオンにします。

HTTP 応答を表示するには、［応答］をクリックします。
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応答が JSON 文字列である場合、その文字列は自動的にフォーマットされます。文字列を元の形式で表示するには、右
クリックして、［空白の削除］を選択します。フォーマットされた文字列を再表示するには、［応答］パネルを再度開き
ます。

［応答］パネルの下部には、応答に追加できるフィルタおよびアサーションが表示されます。

サービスが応答コード 302 （リダイレクト）で応答すると、REST ステップは応答からのリダイレクト URL を
自動的に続行します。REST ステップを強制的にリダイレクトしないようにするは、値「false」でプロパティ
lisa.http.followRedirects をプロジェクト プロパティに追加します。

デモ サーバには、 Bank ユーザ データベースから情報を取得するために JSON サービスを呼び出すサンプルが含まれて
います。URL は http://localhost:8080/rest-example/ です。

サンプル プロジェクトの rest-example テスト ケースは、このステップの使用方法を示しています。

JSON コンテンツ

［コンテンツ］タブで JSON タイプを選択した場合は、以下のタブが表示されます。

• Visual JSON
コンテンツをツリー構造で表示します。名前、タイプ、および値を編集するための列が提供されます。

• Raw JSON
コンテンツをテキストとして表示します。フォーマットを適用するには、右クリックして［フォーマット］を選択し
ます。特定の行に移動するには、右クリックして［Navigate （移動）］、［行］の順に選択します。

1 つのタブで加えた変更は、その他のタブに反映されます。

以下の図は、［Visual JSON］タブを示しています。

認証タイプ

［認証］を選択した場合、以下の認証タイプを使用できます。

• BASIC
• NTLM

選択した認証タイプが HTTP 通信に使用されます。

基本認証を選択すると、以下のフィールドが表示されます。

• ユーザ ID
• パスワード
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NTLM 認証を選択すると、以下のフィールドが表示されます。

• ユーザ ID
• パスワード
• ドメイン
• NTLMv1 を強制

 1894



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

NOTE

• ヘッダ セクションで認証を追加する機能は無効になり、新規認証セクションに認証詳細を入力できません。
• ヘッダ セクションの既存の基本認証情報は、基本認証セクションにあらかじめ入力され、ここで編集できま
す。

REST ステップで認証の詳細が設定されていない場合、ローカル プロパティ ファイルの HTTP 認証プロパティが使用さ
れます。詳細については、「HTTP 認証プロパティ」を参照してください。

Web サービス実行（XML）ステップ
Web サービス実行（XML）ステップにより、HTTP POST または JMS メッセージを使用して、SOAP ベースの Web
サービスの操作を実行できます。

WSDL へのアクセスは必要ではありません。推奨されてはいますが、オプションの設定情報です。WSDL が設定されて
いる場合、サービスに送信する SOAP メッセージを作成するプロセスで役立ちます。このステップでは、RAW SOAP
メッセージ（XML）を直接操作できます。この機能は柔軟性および強力な機能を提供しますが、Web サービスがどのよ
うに動作するかの詳細が公開されます。
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一般的に、エディタの上部は、SOAP メッセージの送信方法および送信先に使用されます。下部はメッセージのコンテ
ンツに使用されます。

Web サービス実行（XML）ステップには、「Web #### webServiceOperation #」という命名規則を使用したデフォルト
の名前があります。

別のステップがデフォルトのステップ名を使用すると、 はこのステップ名に番号を追加して一意にします。ステップ名
は、いつでも変更できます。

テスト ステップを開くと 2 つのタブが表示され、それぞれのタブには複数のサブタブが表示されます。

［PRO］

アイコンをクリックすると、基本オプションと詳細オプションが切り替わります。［PRO］が選択されている場合は、
一部のタブおよびオプションのみが使用可能です。

［接続］タブ

［接続］タブには、接続のフィールドがあります。このタブには、上部および下部のバーにサブタブがあります。

• 上部バー - ［ビジュアル XML］、［RAW XML］、［ヘッダ］、［添付］の表示用。
• 下部バー - ［要求］および［応答］用。

– 基本設定
– 設計時の実行

基本設定

接続

• WSDL URL
［WSDL URL］はオプションですが、推奨フィールドです（薄い灰色で表示されます）。
［WSDL URL］は URL （file:/、http:/、または https:/ のいずれか）である必要があります。追加オプションのメ
ニュー

から、以下を実行できます。
– ファイル システムのローカルの WSDL または WSDL バンドル ファイルを参照する。
– （高度な UDDI アクセス ポイント ルックアップを行う） UDDI レジストリを検索する。
– レガシー WS ステップからマイグレートするために、hotDeploy から WSDL を選択する。
– WSDL バンドルを作成および使用する。［アクション］メニューから WSDL バンドルを作成することもできます
が、［オプション］メニューからの場合、 は、WSDL バンドルの結果ファイル URL を使用して WSDL URL を自
動的に入力します。または、すでに WSDL URL を入力している場合は、WSDL バンドル ダイアログ ボックスに
WSDL URL が事前に入力されます。

まだ WSDL バンドルではない WSDL URL を入力すると、 は、WSDL バンドルを作成し、プロジェクトの Data/
wsdls ディレクトリにローカルに保存します。この操作により、WSDL がローカルにキャッシュされ、迅速にアク
セスできるようになります。 は WSDL を解析し、そのスキーマを使用してサンプル SOAP メッセージを作成しま
す。ビジュアル XML エディタも、WSDL を使用して、SOAP メッセージの手動での編集を支援します。 による
WSDL の処理時は必ず最初に、キャッシュされた WSDL バンドルのロードが試行されます。外部の WSDL が変更
されている場合にローカルの WSDL キャッシュを強制的に更新するには、［WSDL キャッシュのリフレッシュ］

ボタンを使用します。WSDL バンドルは、いつでも手動で Data/wsdls へドロップできます。ステップは、「ライ
ブ」WSDL URL を処理しようとするときに、キャッシュされたバンドルを代わりに使用します。

• ［サービス］、［ポート］、［操作］
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WSDL URL が入力されると、WSDL が処理され、［サービス］、［ポート］、および［操作］の選択内容が入力
されます。これらの、オプションですが推奨されているフィールドは、サンプル SOAP 要求 メッセージを作成す
るために使用できます。ポートを選択すると、WSDL の定義に一致するようにエンドポイント URL も更新されま
す。WSDL URL を変更すると、その項目がリフレッシュされます。エンドポイント URL と SOAP メッセージが変更
されていない場合は、それらも、選択された新しい WSDL、サービス、ポート、および操作に対応させるために更新
されます。
エンドポイントが変更され、WSDL のエンドポイントに一致しなくなった場合、［警告］ボタンがフィールドの隣に
表示されます。このボタンのツールヒントは、入力された値と WSDL 定義との違いを示します。このボタンをクリッ
クすると、WSDL 定義に一致するようにフィールドが更新されます。
SOAP 要求メッセージがデフォルトに一致しなくなっている場合は、自動的に更新されません。［操作］フィールド
の隣の［メッセージの構築］

ボタンを使用すると、SOAP 要求メッセージを強制的に更新できます。
• 操作
ここでは以下のオプションが使用できます。
– 空の SOAP 要求メッセージの構築
– 完全な SOAP 要求メッセージの構築

• ポート
このフィールドは、サービスが使用可能なサーバ ポートを示します。

• エラー時
このフィールドは、実行中にエラーが発生した場合にどのアクションが実行されるかを示します。

• エンドポイント
アイデンティティ プロバイダの SAML クエリ API の URL。

• 構築オプション
サンプル SOAP メッセージを作成する場合、さまざまな構築オプションが使用され、さまざまな状況で実行すること
が決定されます。
– 値に文字列パターンを使用する： 選択した場合、ハードコードされたリテラル値ではなく、 文字列パターンを使
用して、エレメント値に入力します。

– デフォルト リテラル値： 文字列パターンを使用しない場合、このリテラル値をすべての文字列値に使用します。
– すべての選択を構築： デフォルトでは、XML スキーマで選択されている最初のエレメントのみが生成されます。
すべての選択エレメントを作成するには、このオプションを選択します。
注： 複数の選択エレメントを含める場合、SOAP 要求は有効ではありません。ただし、これは可能な選択のサン
プルを提供しており、最初の選択を使用しない場合のメッセージの作成をより簡単にします。

– ［最大エレメント数］： サンプル メッセージを作成する場合に含めるエレメントの最大数を定義します。
– ［最大タイプ数］： サンプル メッセージを作成する場合に含める複雑なスキーマ タイプの最大数を定義します。
– コメントの挿入： デフォルトでは、スキーマに関するコメントが生成されます。たとえば、エレメントがオプ
ションの場合、代わりの選択肢（Nil 可エレメント）が生成されます。ビジュアル XML エディタには、これらのコ
メントは表示されません。これらは、RAW エディタに表示されます。

Web サービス実行タブ

Web サービス実行（XML）ステップは、グラフィカル エディタおよびテキスト ベースのエディタを提供します。また、
ヘッダを挿入して添付ファイル データを編集することもできます。

［ビジュアル XML］タブ

ビジュアル XML エディタ（VXE）は、XML ドキュメント用のグラフィカルなエディタです。SOAP メッセージ
は、SOAP 仕様（SOAP スキーマ）に準拠した XML ドキュメントです。このエディタを使用して、SOAP メッセージを
作成および編集できます。
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このテーブルは、SOAP エンベロープやボディ エレメントを含む XML ドキュメントを示しています。

• タイプ
各エレメントのタイプを示します。

• 出現数
予期されるエレメント数を示します。最初の数は、エレメントが出現できる最小回数を示します。ゼロは、それが
オプションのエレメントで削除できることを意味します。2 番目の数は、エレメントが出現できる最大回数を示しま
す。無限は、その名前のエレメントの出現回数が無制限であることを意味します。

• Nil
エレメント値を Nil にするか、または Nil を解除することができます。このチェック ボックスをオンにすると、エレ
メントの子または値も削除されますが、属性はすべてそのままです。このチェック ボックスをオフにすると、WSDL
スキーマの定義に従って、予期されるすべての子および属性が入力されます。

• Nil 可
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エレメントが Nil 可かどうかを示します。赤いアイコンは、エレメントが Nil 不可であるが、Nil に設定されることを
示します。緑のアイコンは、エレメントが Nil 不可であり、Nil に設定されないことを示します。

• 値
［値］列には、エレメント値を直接入力できます。エレメント タイプが既知のタイプである場合、専用の編集ボタン
が表示されます。

表示または非表示にする列を選択するには、列見出しを右クリックします。

エディタを右クリックすると、コンテキスト メニューにドキュメントの操作用のオプションが表示されます。このメ
ニューには以下のオプションがあります。

• スキーマ属性/エレメントの追加
有効な属性またはエレメントのリストから選択できます。スキーマが存在し、エレメントまたは属性がエディタで
選択されている場合、子のエレメントおよび属性を選択して追加できます。20 を超えるスキーマ オブジェクトが使
用可能な場合、スキーマ オブジェクトを選択するダイアログ ボックスを使用できます。このダイアログ ボックスに
は、検索テキスト フィールドが含まれます。このフィールドにより、多数のスキーマ オブジェクトがある場合に、特
定のスキーマ オブジェクトを見つけることが容易になります。

• エレメントの追加
ドキュメントにエレメントを追加します。

• 属性の追加
ドキュメントに属性を追加します。

• テキストの追加
• エレメント/属性の削除
選択したエレメントまたは属性を削除します。

• 上/下に移動
選択したノードを上または下に移動します。

• 添付ファイルへの変換
標準の参照添付ファイルを作成するショートカット メソッド。詳細については、「［添付］タブ」を参照してくださ
い。

• XOP 添付ファイルへの変換
標準の参照 XOP Include 添付ファイルを作成するショートカット メソッド。詳細については、「［添付］タブ」を参
照してください。

• XML データ セットの作成
XML データ セットを生成するショートカット メソッド。典型的なユース ケースは、完全な SOAP メッセージを作
成することです。次に、データ セットの最初のレコードとする XML ドキュメントのセクションを選択します。XML
データ セットを作成すると、選択した XML エレメント ツリーを使用して最初のレコードが自動的に生成されます。
新しいデータ セット プロパティは、エディタに値として設定されます。

• テキスト ノードを非表示
デフォルトでは、 は通常、冗長なテキスト ノード（空白など）を非表示にします。ただし、XML エレメントがさま
ざまな組み合わせのエレメントおよびテキストをサポートする混合タイプ エレメントの場合など、それらを表示する
ことが役立つ場合もあります。

• ネームスペース ノードを非表示
デフォルトでは、 はネームスペース宣言およびネームスペース プレフィックス宣言を非表示にします。プレフィック
ス値を確認する場合やプレフィクスまたはネームスペースのスコープを変更する場合は、表示できます。

• 検証
XML を検証し、その結果をウィンドウの下部の［検証結果］ペインに表示します。

XML の検証結果の表示/非表示を切り替えるには、［検証結果］をクリックします。

また、キーボード ショートカットを一部のタスクに使用することもできます。

• Windows で選択したエレメントまたは属性を削除するには、Ctrl + BackSpace キーを押します。
• Windows で選択したノードを上に移動させるには、Ctrl + 上方向キーを押します。
• Windows で選択したノードを下に移動させるには、Ctrl + 下方向キーを押します。
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属性を右クリックすると、一般的な右クリック メニューのいくつかの機能を持ったメニューが表示されます。

［タイプ］フィールドの編集

［タイプ］列には、XML スキーマ タイプ（ローカル名）が表示されます。この列には、ネームスペースを使用して完全
修飾名（qName）を表示するツールヒントがあります。この列は、XSD の派生型に対して編集できます。派生型を持っ
た基本型のみを編集できます。

列が編集可能な場合、使用可能な派生型および基本型のリストがコンボ ボックスに表示されます。型を選択できます。
関連するエレメントは、選択した型と関連付けられます。

型を変更すると、エレメントからすべての子のエレメントおよび属性が削除され、エレメントの nil 属性が nil=true に設
定されます。

［RAW XML］タブ

RAW XML エディタは、XML 対応で、RAW XML SOAP メッセージを手動で編集できるテキスト ベースのエディタで
す。ビジュアル XML エディタに切り替えた場合（およびその逆の場合）、行われたすべての変更が表示されます。
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RAW XML エディタには、RAW XML を整形するための右クリック メニューがあります。

NOTE
［空白の削除］オプションは、ドキュメント内の各行の先頭および末尾から空白およびすべての ASCII 制御文
字を削除します。

編集したドキュメントが無効な XML の場合、ビジュアル XML エディタはエラー メッセージを表示する場合がありま
す。

RAW XML エディタで変更を修正すると、ビジュアル XML エディタは再び動作します。

［ヘッダ］タブ

［ヘッダ］タブでは、SOAP メッセージで転送されるヘッダ（HTTP ヘッダや JMS プロパティなど）を挿入できます。
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ヘッダ行を追加してドロップダウン リストからヘッダを選択するには、プラス記号をクリックします。

受諾

Accept 要求ヘッダ フィールドは、応答で許可するメディア タイプを指定するために使用されます。Accept ヘッダは、
要求のタイプのセットを特に限定して指定するために使用します。たとえば、インライン イメージを要求する場合など
です。

このフィールドには、この要求に対する応答で許可される表現スキームのセミコロン区切りリストが含まれます。

Accept         = "Accept" ":"

 

                #( media-range [ accept-params ] )
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Accept - Language

Accept - Language ヘッダ フィールドは Accept に似ていますが、応答に希望する言語の値をリストします。指定して
いない言語での応答は不正ではありません。

Accept-Language = "Accept-Language" ":"

 

 1#( language-range [ ";" "q" "=" qvalue ] )

 

   language-range  = ( ( 1*8ALPHA *( "-" 1*8ALPHA ) ) | "*" )

 

User - Agent

User-Agent 要求ヘッダ フィールドには、要求の送信元のユーザ エージェントに関する情報が含まれます。

［ヘッダ］タブは、統計、プロトコル違反の追跡、および特定のユーザ エージェントの制限を回避するように応答を調
整するためのユーザ エージェントの自動認識に使用します。ユーザ エージェントは、このフィールドを要求に含める必
要があります。

規則では、アプリケーションを識別するために、製品トークンが重要度の順にリストされます。

User-Agent     = "User-Agent" ":" 1*( product | comment

Connection 汎用ヘッダ フィールドにより、送信者は、その特定の接続で適切なオプションを指定できます。また、そ
の後の接続でプロキシによって通信###ことを指定できます。

Connection = "Connection" ":" 1#(connection-token)

connection-token  = token

認証

ユーザ エージェント自体をサーバで認証する（必須ではないが、通常、401 応答を受信した後に）には、ユーザ エー
ジェントが、要求に Authorization 要求ヘッダ フィールドを含めます。Authorization フィールド値は、要求されている
リソース領域に対するユーザ エージェントの認証情報から構成されます。

Authorization  = "Authorization" ":" credential

は、［ヘッダ］タブでのプロパティの使用をサポートしていません。UI は設計時にユーザ名とパスワードを取得
し、Authorization ヘッダの値を計算します。プロパティを使用するには、local.properties または設定ファイルのいずれ
かで lisa.http.user および lisa.http.pass のプロパティを設定します。 は、実行時にそれらのプロパティを使用します。
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［添付］タブ

［添付］タブでは、添付ファイル データを編集できます。

参照添付ファイル

########は、SOAP メッセージで参照されます。VXE で参照添付ファイルを使用するには、参照添付ファイルにするエ
レメントを右クリックし、適切なアクションを選択します。

• ［添付ファイルに変換］（MIME および DIME）
• ［XOP 添付ファイルに変換］（MTOM/XOP Include 形式）

この操作は必要なエレメントおよび属性を自動的に作成し、添付ファイルとエレメントを一致させるために使用されるコ
ンテンツ ID を設定します。その後、以下の手順に従います。

• ［添付］タブに切り替えます。
• コンテンツ ID を持った新しい添付ファイルを生成します。
• デフォルトのコンテンツ タイプおよび添付ファイル タイプを選択します。
• VXE の任意の既存のエレメント データを使用して値を入力します。

参照されていない添付ファイル

参照されていない（匿名）添付ファイルを使用する場合は、［添付］タブを使用して添付ファイルを手動で追加します。

［追加］、［上へ］、［下へ］、［削除］アイコンを使用して、テーブルで添付ファイルを追加、削除、再配置します。
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• MIME DIME XOP MTOM
このフィールドは、MIME、DIME、XOP、または MTOM 標準を使用して、添付ファイルの送信方法を制御しま
す。XOP は、SOAP バージョンに基づくさまざまなコンテンツ ヘッダを送信します。
MTOM を選択した場合、XOP 標準を使用して、base64binary スキーマ タイプが自動的に最適化されます。添付ファ
イルを手動で追加する必要はありません。エレメントが添付ファイルとしてすでに設定されている場合、操作は必要
ありません。手動で追加した追加の添付ファイルも送信されます。
［強制］を選択した場合（ドキュメントに base64binary エレメントが含まれていなくても）そのドキュメントは添付
ファイル（Microsoft MTOM 方式）として整形および送信されます。
自動的にエレメントを最適化する場合の制限は、VXE が base64binary スキーマ タイプ（またはその拡張/制限）とし
て エレメントを解釈する必要があることです。データ セットまたはプロパティを使用する場合、拡張されたプロパ
ティまたは最初のデータ セット エントリには、最適化するすべてのエレメントが含まれている必要があります。最適
化する必要があるエレメントが VXE に表示されていない場合、そのエレメントは最適化されません。

• cid
エレメントと添付ファイル データをリンクさせるために SOAP メッセージの href 属性で使用できるコンテンツ ID。

• コンテンツ タイプ
添付ファイル データを処理するためにサーバで使用される MIME エンコーディング方式。

• タイプ/値
添付ファイルのタイプは、値データの編集および解釈方法を決定します。各タイプには専用のエディタがあります。

タイプ エディタ

• XML
添付ファイル値を編集するための XML 対応テキスト エディタ。

• テキスト
添付ファイル値を編集するためのテキスト ベースのエディタ。

• Base64 エンコード
添付ファイル値を編集するためのテキスト ベースのエディタ、およびデコードされたバイナリ データを表示するバイ
ト ビューア。

• 16 進エンコード
添付ファイル値を編集するためのテキスト ベースのエディタ、およびデコードされたバイナリ データを表示するバイ
ト ビューア。

• URL/テキスト
添付ファイル値を編集するための URL フィールド、および URL からのデータ ロードの結果を表示するテキスト
データ ビューア。

• URL/XML
添付ファイル値を編集するための URL フィールド、および URL からのデータ ロードの結果を表示する XML 対応テ
キスト データ ビューア。

• URL/バイナリ
添付ファイル値を編集するための URL フィールド、および URL からのデータ ロードの結果を表示するバイナリ
データ ビューア。

• プロパティ
添付ファイル値を編集するためのプロパティ フィールド。プロパティ値が文字列の場合は、添付ファイルをテキスト
として送信します。それ以外の場合は、バイナリ データとして送信します。

• プロパティ/URL
添付ファイル値を編集するためのプロパティ フィールド。プロパティ値は URL であると想定されます。URL コンテ
ンツは、添付ファイル データとしてロードおよび送信されます。

設計時の実行

接続情報を設定し、SOAP 要求メッセージを作成したら、設計時に Web サービスの実行（XML）ステップを実行してテ
ストできます。
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右上隅の［実行］

をクリックして、Web サービス操作を実行します。実行後、［要求］タブと［応答］タブにデータが入力され、自動的
に［応答］タブに切り替わります。

［要求］タブ

［要求］タブには、何らかの後処理（ プロパティの置換など）の後に送信された結果としての要求データが表示されま
す。メッセージに添付ファイルが含まれている場合、RAW MIME または DIME でエンコードされたメッセージではな
く、処理されたメッセージおよび添付ファイルが表示されます。RAW メッセージを表示するには、TCPMon などのツー
ルを使用します。
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［ヘッダ］タブ

［ヘッダ］タブには、要求で送信されたトランスポート ヘッダが表示されます。

  

［XML］タブ

［XML］タブには、高度な処理後に送信した RAW SOAP メッセージが表示されます。
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［DOM ツリー］タブ

［DOM ツリー］タブには、SOAP メッセージの DOM ツリーが表示されます。
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［添付］タブ

［添付］タブには、送信したすべての添付ファイルが表示されます。

［応答］タブ

［応答］タブには、結果として受信した応答データが表示されます。メッセージに添付ファイルが含まれている場
合、RAW MIME または DIME でエンコードされたメッセージではなく、処理されたメッセージおよび添付ファイルが表
示されます。RAW メッセージを表示するには、TCPMon などのツールを使用します。高度な後処理オプションが設定さ
れている場合（以下のウィンドウを参照）、SOAP 応答メッセージは処理されてから表示されます。
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［ヘッダ］タブ

［ヘッダ］タブには、応答で受信したトランスポート ヘッダが表示されます。
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［XML］タブ

［XML］タブには、受信した RAW SOAP メッセージが高度な処理後に表示されます。
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［DOM ツリー］タブ

［DOM ツリー］タブには、SOAP メッセージの DOM ツリーが表示されます。このタブから、結果の SOAP メッセージ
に対してフィルタおよびアサーションを迅速に追加できます。
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［添付］タブ

［添付］タブには、受信したすべての添付ファイルが表示されます。受信した添付ファイルには、自動生成された  プロ
パティを使用してアクセスできます（後でステップ、フィルタ、またはアサーションで使用するため）。各添付ファイル
に対して、以下のプロパティが設定されます。

• lisa.<step name>.rsp.attachment.<cid>
添付ファイル値（バイトまたは文字列）

• lisa.<step name>.rsp.attachment.contenttype.<cid>
コンテンツ タイプ（MIME タイプ： text/plain など）

• lisa.<step name>.rsp.attachment.<index>
添付ファイル値（バイトまたは文字列）

• lisa.<step name>.rsp.attachment.contenttype.<index>
コンテンツ タイプ（MIME タイプ： text/plain など）

• lisa.<step name>.rsp.attachment.contentid.<index>
コンテンツ ID （cid）

パラメータ step name は実行されている  ステップ名です。

パラメータ cid は、SOAP メッセージで通常参照されるコンテンツ ID です。

パラメータ index は、0 から始まり、応答の添付ファイル リストへの添付ファイルごとに増やされます。
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詳細設定

Web サービス実行（XML）ステップには、詳細設定が含まれています。

［詳細設定］タブを開くには、［PRO］

をクリックします。パネルの上部には 5 つの新しいタブが表示され、下部には 2 つの新しいタブが表示されます。
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［トランスポート］タブ

• HTTP バージョン
このパラメータは、操作要求を送信するときにどの HTTP プロトコルが使用されるかを制御します。デフォルトは
1.1 です。

• SOAP バージョン
SOAP バージョンは WSDL 定義に基づいて自動入力されます。SOAP バージョンは、多くのトランスポート ヘッダ
（SOAPAction や contentType など）の生成を制御します。

• コール タイムアウト (ミリ秒)
このパラメータは、操作を実行しようとするときに待機する方法を定義します。タイムアウトに達すると、例外がス
ローされ、エラー時の処理が発生します。

［SSL］タブ

• SSL キーストア ファイル
クライアント アイデンティティ証明書が格納されるキーストア ファイルの名前。このファイルは JKS または PKCS
形式です。

• SSL キーストア パスワード
キーストア ファイルのパスワード。

• SSL キー エイリアス
サーバの秘密鍵を格納および取得するために使用されるエイリアスを定義するキーストア属性。

• SSL キー パスワード
JKS キーストアを使用する場合に、キーにキーストアとは異なるパスワードがあるときのキー エントリ用のオプショ
ンのパスワード。

複数の SSL 証明書を使用する例については、「HTTP/HTML 要求ステップ」を参照してください。

local.properties ファイルで SSL のグローバル証明書プロパティを指定します。

グローバル証明書の場合（Web サーバおよび Web サービス ステップ）

• ssl.client.cert.path
キーストアへのフル パス。

• ssl.client.cert.pass
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キーストアのパスワード（ が実行されると、このパスワードは自動的に暗号化されます）。
• ssl.client.key.pass

JKS キーストアを使用する場合に、キーにキーストアとは異なるパスワードがあるときのキー エントリ用のオプショ
ンのパスワード が実行されると、このパスワードは AES （Advanced Encryption Standard）を使用して自動的に暗
号化されます。

NOTE
このオプションは、WS テスト ステップでは使用できません。このオプションを設定するに
は、local.properties ファイルを使用します。

Web サービス ステップのみの証明書の場合（RAW SOAP ステップ以外）

• ws.ssl.client.cert.path
キーストアへのフル パス。

• ws.ssl.client.cert.pass
キーストアのパスワード。 が実行されると、このパスワードは自動的に暗号化されます。

• ws.ssl.client.key.pass
JKS キーストアを使用する場合に、キーにキーストアとは異なるパスワードがあるときのキー エントリ用のオプショ
ンのパスワード が実行されると、このパスワードは AES （Advanced Encryption Standard）を使用して自動的に暗
号化されます。

TIP

このステップの SSL 設定は実行にのみ使用されます。WSDL アクセスで SSL 認証が必要な場合
は、local.properties で ssl.client.* プロパティを設定します。UI の［SSL］タブと同様に、ws.ssl.client.* プ
ロパティは、WS ステップの実行時にのみ使用する SSL 設定を割り当てます。WSDL アクセス用の SSL 設定
が、必ずしもサービス用の SSL 設定と同じである必要はありません。

NOTE
このオプションは、WS テスト ステップでは使用できません。このオプションを設定するに
は、local.properties ファイルを使用します。

NOTE
local.properties と［全般］タブで重複している値がある場合、［全般］タブの値が使用されます。

［UDDI］タブ

• アクセス ポイント（Web サービス URL）ルックアップの実行
照会 URL およびバインディング テンプレートを選択します。ルックアップを実行するには、［UDDI サーバの検
索］

ボタンを使用して正しいバインディングに移動します。

NOTE
ステップを作成する場合、Web サービスの WSDL URL を指定するときに UDDI 検索機能を使用すると、これ
らの値が自動的に入力されます。照会 URL が指定されていて、バインディング テンプレートが指定されてい
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ない場合、モデル検索を実行している可能性があります。バインディング テンプレートを見つけるには、上位
階層で検索を実行します。次に、TModel をドリルダウンして、特定のバインディング テンプレートを見つけ
ます。

［WS-I］タブ

• WS-I Basic Profile 1.1
このプルダウン メニューでは、4 つの異なる検証レベルを選択できます。
– すべてのアサーションを表示
– 情報以外のアサーションを表示
– 失敗したアサーションのみを表示
– 合格しなかったアサーションのみを表示

• 検証
WSDL、SOAP メッセージ、またはその両方を検証するために選択します。

• 失敗時の移動先
エラー時にリダイレクトするステップを選択します。

NOTE
検証のエラーはよく発生しますが、テストの結果には通常影響しません。テストを完了できるよう、続行す
る次のステップを設定することをお勧めします。

［詳細］タブ

• SOAP アクション
このフィールドは、WSDL 操作の定義に基づいて自動入力されます。このフィールドは、SOAP 1.1 要求 メッセージ
の SOAPAction トランスポート ヘッダの値として使用されます。このフィールドを手動で変更する必要はほとんどあ
りません。

• スタイル
このフィールドは、WSDL 操作の定義に基づいて自動入力されます。このフィールドは、サンプル SOAP メッセージ
の生成方法を決定するために使用されます。このフィールドを手動で変更する必要はほとんどありません。

• 使用
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このフィールドは、WSDL 操作の定義に基づいて自動入力されます。このフィールドは、サンプル SOAP メッセージ
の生成方法を決定するために使用されます。［エンコード］が選択されている場合、その隣のフィールドのエンコー
ド URI も編集できます。これらのフィールドを手動で変更する必要はほとんどありません。

• SOAP フォールトはエラー
SOAP フォールトが返された場合に、エラー時の処理を実行します。

• 要求を送信しない
選択されていると、ステップ実行で通常のすべての SOAP メッセージ処理が実行されますが、生成された SOAP
メッセージは送信されません。代わりに、応答を、送信された要求メッセージとして設定します。
HTTP/S ではないトランスポートで SOAP 要求を送信するには、この方法が推奨されています。たとえば、JMS クラ
イアントを使用するときに、要求を作成するのみで送信しない WS ステップを設定できます。その後に、要求を実際
に送信して応答を受信する 一般的な JMS ステップを追加することができます。

• セッションを保持
オンにすると、呼び出し全体で Cookie を保持します。

• セッションをクリア
オンにすると、呼び出し全体で Cookie をクリアします。セッション Cookie のクリアは、新しいセッションが作成さ
れたように機能します。古いセッション Cookie は使用されません。応答の新しい Cookie はセッションに設定されま
せん。ただし、セッションはクリアされないので、将来のステップではそのセッションをまだ使用できます。

要求エディタ タブ

［アドレシング］タブ

要求で WS-Addressing ヘッダを送信できます。WSDL は、ユーザがそれを設定する必要があるように、WS-Addressing
情報が必要かどうかを指定しません。

［アドレシング］タブをクリックし、以下のことを指定します。

• WS アドレシングを使用する
WS-Addressing を使用する場合はオンにします。

• バージョン
適切なバージョンを選択します。一部の Web サービス プラットフォーム（.NET など）は古いドラフト仕様を使用す
るため、WS-Addressing 仕様のいくつかのバージョンがオプションとしてリストされています。お使いの Web サー
ビス プラットフォームが使用しているものを特定してください。
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は入力可能な値をすべて入力します。その後、デフォルト値を使用するか、それを上書きするかを選択できます。エレ
メントの［デフォルト］チェック ボックスをオフにすることにより、デフォルト エレメントの一部を送信しないように
選択できます。

Web サービスが WSAddressing ヘッダを解釈できるようにするには、［サーバによるヘッダの解釈を必須とする］
チェック ボックスをオンにします。

［セキュリティ］タブ

［セキュリティ］タブをクリックし、［送信］をクリックします。

• サーバによるヘッダの解釈を必須とする
サーバに WS-Security ヘッダを処理させる場合はオンにします。

• アクター/ロール
必要に応じて名前を入力します。ほとんどの Web サービスは、複数のアクター/ロールを使用しません。

［追加］

をクリックし、追加するセキュリティ対策タイプを選択します。セキュリティ対策タイプの設定パネルが表示されます。

応答へのセキュリティ検証の追加も同様です。

［セキュリティ］タブをクリックします。［追加］

をクリックし、［受信］を選択します。
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• アクター/ロール名を入力します（必要な場合）。
• ［追加］

をクリックし、セキュリティ対策タイプを選択します。そのセキュリティ対策タイプの設定パネルが表示されます。

NOTE
Web サービスの実行に必要な数のセキュリティ タイプを追加できます。

キーストアをセキュリティ対策タイプ設定で使用する場合、正しい形式、パスワード、エイリアス、およびエイリアス
パスワードが使用されていることをキーストア設定で確認できます。シグネチャ、暗号化/復号化、および SAML アサー
ション トークンのエディタで、［検証］ボタンをクリックすると、検証レポートを作成するキーストア検証が呼び出さ
れます。

WS セキュリティ設定で必要なエイリアス名が不明な場合には、キーストア検証を使用して、キーストアのエイリアス
をすべてリスト表示します。［キーストア エイリアス］ボックスと［エイリアス パスワード］ボックスを空にしたまま
で、［検証］をクリックします。キーストア検証は、WS セキュリティのこのセクションの最後に説明されています。

［ロード］

アイコンと［保存］

アイコンを使用して、セキュリティ設定情報を .wss ファイルからロードしたり、.wss に保存したりできます。この機能
を使用すると、同じサービスに接続する新しいステップを迅速かつ容易に作成できます。

セキュリティの例

このページでは、WS-security の例を実行するのに必要なパラメータについて説明します。
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XML の暗号化 - 復号化

暗号化

［暗号化の使用］チェック ボックスをオンにします。

• キーストア ファイル
キーストア ファイルの場所。

• キーストア パスワード
キーストアのパスワードを入力します。

• キーストア エイリアス
公開鍵のエイリアスを入力します。

• エイリアス パスワード
空白のままにするか、または PKCS #12 ファイルのキーストア パスワードと同じにします。

• キー ID タイプ
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プルダウン メニューから適切なキー ID タイプを選択します。
• アルゴリズム

Triple DES、AES 128、AED 192、または AES 256 を選択します。
• トランスポート

PKCS#1 （RSA Encryption Standard v1.5）または RSA-OAEP （Optimal Asymmetric Encryption Padding with RSA
Encryption）を選択します。

デフォルトの動作では、SOAP ボディのコンテンツのみ暗号化します。

• 部分のみを暗号化
暗号化するさまざまな部分を指定するには、［選択］をクリックして暗号化する部分を特定します。

• タイプ
値:
– エレメント： エレメントおよびコンテンツを暗号化します。
– コンテンツ： コンテンツのみを暗号化します。

• ネームスペース URL
エレメントの値を入力します。

• エレメント

エレメントの名前を入力します。

［追加］をクリックして、このプロセスを繰り返します。

ボディ エレメントを含めるには、ボディ エレメントを手動で追加します。バイナリ セキュリティ トークンを部分とし
て含めるには、エレメント名 Token を使用します。

復号化

• キーストア ファイル
キーストア ファイルの場所。

• キーストア パスワード
キーストアのパスワードを入力します。

• キーストア エイリアス
公開鍵のエイリアスを入力します。

• エイリアス パスワード
空白のままにするか、または PKCS #12 ファイルのキーストア パスワードと同じにします。

XML シグネチャ トークン - 署名検証

シグネチャ トークン

［シグネチャの追加］チェック ボックスをオンにします。

• キーストア ファイル
キーストア ファイルの場所。

• キーストア パスワード
キーストアのパスワードを入力します。

• キーストア エイリアス
秘密鍵のエイリアスを入力します。

• エイリアス パスワード
空白のままにするか、または PKCS #12 ファイルのキーストア パスワードと同じにします。

• キー ID タイプ
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プルダウン メニューから適切なキー ID タイプを選択します。
• アルゴリズム
［DSA with SHA-1］を選択します。

• ダイジェスト アルゴリズム
値： SHA-1、SHA-256、SHA-384、SHA-512、RIPEMD-160、または MD5 （非推奨）。

デフォルトの動作では、SOAP ボディのコンテンツのみ署名します。

• パーツのみに署名
署名するさまざまな部分を指定するには、［選択］ボタンをクリックして署名する部分を特定します。

• タイプ
値:
– エレメント： エレメントおよびコンテンツを暗号化します。
– コンテンツ： コンテンツのみを暗号化します。

• ネームスペース URL
エレメントの値を入力します。

• エレメント
エレメントの名前を入力します。

［追加］をクリックして、このプロセスを繰り返します。

ボディ エレメントを含めるには、手動で追加します。バイナリ セキュリティ トークンを部分として含めるには、エレメ
ント名 Token を使用します。

署名検証

署名検証を設定するために必要なパラメータは、署名に必要なパラメータのサブセットです。

• キーストア ファイル
キーストア ファイルの場所。

• キーストア パスワード
キーストアのパスワードを入力します。

• キーストア エイリアス
公開鍵のエイリアスを入力します。

• エイリアス パスワード
空白のままにするか、または PKCS #12 ファイルのキーストア パスワードと同じにします。

タイムスタンプ - タイムスタンプ受信

タイムスタンプ

［タイムスタンプの追加］チェック ボックスをオンにします。

• 有効期間（秒）
メッセージの有効期間を秒単位で入力します。Expires エレメントを含めない場合には、「0」を入力します。

NOTE
一部の Web サービス（特に WSE 2.0 を使用する .NET 1.x/2.0）は、標準のタイムスタンプ形式に準拠してお
らず、ミリ秒を使用できません。これらの Web サービスについては、［タイムスタンプでミリ秒を使用する］
チェック ボックスをオフにします。

タイムスタンプ受信

タイムスタンプ受信に必要なパラメータは、タイムスタンプに必要なパラメータのスーパー セットです。追加のパラ
メータは以下のとおりです。
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• 期限切れを許可しない
期限切れタイム スタンプを許可しない場合は、このパラメータを選択します。

ユーザ名トークン - ユーザ名トークン検証

ユーザ名トークン

［ユーザ名トークンの追加］チェック ボックスをオンにします。

• ユーザ名
ユーザ名を入力します。

• パスワード
適切なパスワードを入力します。

• パスワード タイプ
ドロップダウン リスト（［テキスト］、［ダイジェスト］、［なし］）からパスワード タイプを選択します。［な
し］は通常、［シグネチャの追加］オプションと一緒に使用されます。

• ノンスの追加
リプレイ攻撃を防ぐためにノンスが必要かどうかを示します。

• 作成日時の追加
タイムスタンプが必要な場合に選択します。

• タイム スタンプでミリ秒を使用する
ミリ秒の精度を使用するには、このチェック ボックスをオンにします。一部の Web サービス（特に WSE 2.0 を使用
する .NET 1.x/2.0）は標準のタイムスタンプ形式に準拠しておらず、ミリ秒を使用できません。

• シグネチャの追加
ユーザ名とパスワードの組み合わせをキーとして使用して作成されるシグネチャを追加するために選択します。

• パーツのみに署名
署名するさまざまな部分を指定するには、［選択］ボタンをクリックして署名する部分を特定します。

• タイプ
値:
– エレメント： エレメントおよびコンテンツを暗号化します。
– コンテンツ： コンテンツのみを暗号化します。

• ネームスペース URL
エレメントの値を入力します。

• エレメント
エレメントの名前を入力します。

必要なエレメントの数だけ［追加］をクリックして繰り返します。

ボディ エレメントを含めるには、ボディ エレメントを手動で追加します。バイナリ セキュリティ トークンを部分とし
て含めるには、エレメント名 Token を使用します。

ユーザ名トークン検証

［ユーザ名トークンの検証］チェック ボックスをオンにします。

• ユーザ名
ユーザ名を入力します。

• パスワード
適切なパスワードを入力します。

• タイム スタンプでミリ秒を使用する
ミリ秒の精度を使用するには、このチェック ボックスをオンにします。一部の Web サービス（特に WSE 2.0 を使用
する .NET 1.x/2.0）は標準のタイムスタンプ形式に準拠しておらず、ミリ秒を使用できません。

• シグネチャの検証
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シグネチャの検証が必要な場合は、このチェック ボックスをオンにします。

SAML アサーション トークン - SAML アサーション受信

SAML アサーション トークン

［SAML トークンの追加］チェック ボックスをオンにします。

以下のいずれかのオプションを実行します。

• ［ステップ結果から］チェック ボックスをオンにします。結果が XML SAML アサーションであるステップ（SAML
クエリ ステップや手動で XML を入力したテキストの解析ステップなど）を選択します。

• ［プロパティから］チェック ボックスをオンにして、XML SAML アサーションを含むプロパティを入力します。

SOAP 要求を送信する場合のように、［検証］をクリックして、 に SAML アサーション XML を解析させ、SAML ア
サーション オブジェクトを構築させます。検証は、手動で作成された SAML アサーションが有効な SAML アサーション
であることを確認するために役立ちます。また、検証は、アサーションと関連付けられたすべてのシグネチャも検証しま
す。ただし、検証に使用する公開証明書を設定しないと、 がアサーションを検証できない場合があります。

送信者がアサーションに署名する（アサーションのベアラ/作成者でなく、送信者が、アサーションの真正性を保証す
る）必要がある場合には、［署名付き送信者保証］チェック ボックスをオンにします。オンにする場合は、以下の情報
が必要です。

• キーストア ファイル
キーストア ファイルの場所。

• キーストア パスワード
キーストアのパスワードを入力します。

• キーストア エイリアス
秘密鍵のエイリアスを入力します。

• エイリアス パスワード
空白のままにするか、または PKCS #12 ファイルのキーストア パスワードと同じにします。

• キー ID タイプ
プルダウン メニューから適切なキー ID タイプを選択します。

• アルゴリズム
［DSA with SHA-1］を選択します。

• ダイジェスト アルゴリズム
値： SHA-1、SHA-256、SHA-384、SHA-512、RIPEMD-160、または MD5 （非推奨）。

デフォルトの動作では、SOAP ボディのコンテンツのみ署名します。

• パーツのみに署名
署名するさまざまな部分を指定するには、［選択］ボタンをクリックして署名する部分を特定します。

• タイプ
値:
– エレメント： エレメントおよびコンテンツを暗号化します。
– コンテンツ： コンテンツのみを暗号化します。

• ネームスペース URL
エレメントの値を入力します。

• エレメント
エレメントの名前を入力します。

このプロセスを繰り返すには、［追加］をクリックします。ボディ エレメントを含めるには、手動で追加します。

バイナリ セキュリティ トークンを部分として含めるには、エレメント名 Token を使用します。
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• SAML アサーション受信
応答の SAML アサーション受信ヘッダのために応答をスキャンするには、［SAML アサーションの処理］チェック
ボックスをオンにします。このオプションを選択し、SAML アサーション受信ヘッダがない場合、例外が発生しま
す。

• シグネチャ確認
応答のシグネチャ確認ヘッダのために応答をスキャンするには、［シグネチャ確認］チェック ボックスをオンにしま
す。このオプションを選択し、確認ヘッダがない場合、例外が発生します。

• Using the Keystore Verifier （キーストア検証の使用）
正しい形式、パスワード、エイリアス、およびエイリアス パスワードを使用していることを確認するためにキースト
ア設定を検証できます。検証レポートを作成するには、SSL、シグネチャ、暗号化/復号化、および SAML 設定のエ
ディタで、［検証］ボタンをクリックします。
SSL 検証は、キーストア パスワードのみ検証します。SSL 検証は、キーストア パスワードを使用してキーストア内
の少なくとも 1 つのキーをロードできることも確認します。
WS-Security 検証は、キーストアのパスワード、エイリアス、およびエイリアス パスワードを検証します。正しい検
証は緑のエントリで示されます。見つかった検証エラーは赤で表示されます。警告はオレンジで表示されます。

NOTE
この検証では、キーストア パラメータのみが検証されます。証明書セットの不一致やアルゴリズムの選択の
誤りなど、Web サービスに関する問題が引き続き存在する可能性があります。これらの問題は個別に検証
する必要があります。

• Alias Search （エイリアスの検索）
WS-Security 設定に必要なエイリアス名が不明な場合は、キーストア検証を使用します。キーストア検証は、キース
トア内のすべてのエイリアスをリスト表示します。［キーストア エイリアス］ボックスと［エイリアス パスワード］
ボックスを空にしたままで、［検証］をクリックします。
エイリアスには青い背景があります。
［キーストア エイリアス］ボックスと［エイリアス パスワード］ボックスが空のままであったため、検証は失敗しま
す。

• WS-I レポート
［オブジェクト エディタ］ウィンドウで［実行］ボタンをクリックすると、検証が実行されます。（ インストール
ディレクトリ内の reports ディレクトリに）レポートが生成されて保存されます。ウィンドウの下部の［WS-I レポー
ト］タブをクリックすると、レポートを表示できます。

NOTE
このレポートの形式は標準です。この形式は、Web-Services-Interoperability Organization （WS-I）によっ
て規定されています。

 

 

WSDL 検証
WSDL 検証ステップでは、WSDL をロードし、WSDL を検証するために 1 つ以上のアサーションを追加できます。この
ステップは、ユーザに静的な WSDL ファイルをロードさせ、それに対してアサーションを実行するという点で異なりま
す。ほとんどのステップでは、アサーションは応答に対して実行されます。

以下のリストでは、最も役立つアサーションについて説明します。

• XML 差分アサーション
WSDL を元の WSDL の制御コピーと比較して、変更されていないか確認します。

• XML バリデータ
スキーマまたは DTD を使用して、有効な XML を確認します。

• WS-I Basic Profile 1.1 アサーション
• WS-I Basic Profile への準拠を確認します。
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これらのアサーションについては、「アサーションの説明」で説明しています。

前提条件： 上記の 3 つのアサーションに対する理解。

パラメータ要件： 検証する WSDL の場所。

WSDL 検証ステップを設定するには、［WSDL URL］フィールドに WSDL を入力し、［ロード］をクリックします。

WSDL がエディタに表示されます。XML または DOM ビューで表示できます。

これで、アサーションを追加することができます。

Base64 エンコーダ
Base64 エンコーダ ステップは、Base-64 エンコーディング アルゴリズムを使用してファイルをエンコードするために
使用します。結果は、テスト ケースの別の場所で使用するためにプロパティに格納できます。

Base64 エンコーダ ステップは、ファイルを入力として受け取り、Base64 エンコーディングを使用してそのファイルを
エンコードします。エンコードされたファイルは、プロパティに格納できます。ファイルをエンコードするには、［ロー
ド］をクリックします。エディタに表示される Base64 にエンコードされたテキストは、読み取り専用です。

以下のフィールドに入力します。

• ファイル
フル パスおよびパス名を入力するか、またはエンコードするファイルを参照します。

• プロパティ キー［オプション］
エンコードされたファイルを格納するプロパティの名前。

• ロード
クリックすると、ファイルをロードしてエンコーディングをテストします。必要に応じて、指定されたプロパティに
それを格納します。

• 環境エラーの場合
環境エラーが発生した場合に実行するアクション。

ファイルがエンコードされた後、フィルタおよびアサーションを追加できます。有効なオプションは以下のとおりです。

• ランダム選択フィルタ
• 解析値フィルタ
• XML Xpath フィルタ
• HTML テーブル結果セット フィルタの作成
• 選択範囲にアサートを作成

フィルタおよびアサーションを追加した場合、［ロード］をクリックしてファイルをロードするか、［保存］

をクリックしてエディタのコンテンツを新しいファイルに保存します。

マルチパート MIME ステップ
マルチパート MIME （Multipurpose Internet Mail Extensions）ステップを使用すると、 は、ファイルからデータをロー
ドし、エンコードして、HTTP 要求の POST パラメータとして使用されるプロパティに保存することができます。エン
コードされたドキュメントは、HTTP/HTML 要求ステップで事前に定義されているプロパティに格納されます。

マルチパート MIME 形式のサブミット要求が記録された場合、アップロードされたファイルのコンテンツが記録されま
す。後の再生では、フォームの「file upload」の部分と同じコンテンツが再度サブミットされます。マルチパート MIME
ステップは、テスト ケースが再生される場合に、どのファイルがアップロードされるかを変更するために使用します。

前提条件： HTTP パラメータが含まれる HTTP/HTML 要求ステップが存在する必要があります。このステップは、マル
チパート MIME ステップの前にある必要があります。
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以下のフィールドに入力します。

• ステップ
HTTP/HTML 要求ステップの名前を選択するか、またはプルダウン メニューから、エンコードされたドキュメントが
含まれるプロパティを受信するステップを選択します。

• パラメータ
プルダウン メニューから、［ステップ］フィールドで命名されたステップでリスト表示されたプロパティの名前を選
択します。

• ファイル
エンコードするドキュメントのパス名を入力するか、または参照します。

• MIME タイプ
サーバが想定する MIME タイプを入力します。

［ロード］をクリックして、ファイルをエンコードします。

エディタのコンテンツをファイルに保存するには、［保存］

をクリックします。

上記の図の例では、口座のアクティビティ ステップには、DataSet1.Ids ファイルのエンコードされたバージョンを含む
POST パラメータ ユーザ ID があります。

SAML アサーション クエリ
SAML アサーション クエリ ステップでは、WS-Security SAML 1.x アサーション トークンを使用する Web サービス実行
ステップで使用される SAML アサーションを、アイデンティティ プロバイダから取得できます。

前提条件： 実行する必要がある SAML アサーション クエリのタイプについての大まかな理解。この情報は、ID セキュ
リティとして SAML アサーションを使用するシステムの開発者、またはアイデンティティ プロバイダ管理者のいずれか
から取得します。

パラメータ要件： 最小要件として、以下の情報が必要です。
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• ID プロバイダの SAML クエリ インターフェース（エンドポイント）の URL。
• サブジェクト情報（SAML アサーションを取得する人/もの）。
• 実行するクエリのタイプ。
• クエリのタイプに応じて、いくつかの追加情報。

SAML アサーション クエリ エディタには 4 つのタブがあります。［エディタ］タブでは、クエリ情報を設定できます。
クエリを設定した後、エディタの［クエリ］セクションの［テスト］ボタンを使用して、クエリをテストできます。ク
エリをテストした後、［最終要求］タブで送信された RAW 要求を表示できます。［RAW クエリ結果］タブでは、RAW
SOAP 応答を表示できます。たとえば、クエリが複数のアサーションを返した場合、［RAW クエリ結果］タブでア
サーションを表示できます。［最終応答］タブでは、ステップ応答を表示できます。たとえば、［最終応答］タブに
は、Web サービスの WS-Security トークンで使用されたものが表示されます。

［詳細］ボタンを使用すると、より多くの情報を入力できます。
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［シグネチャの追加］チェック ボックスをオンにします。

• キーストア ファイルキーストア ファイルの場所。
• キーストア パスワード
キーストアのパスワードを入力します。

• キーストア エイリアス秘密鍵のエイリアスを入力します。
• エイリアス パスワード空白のままにするか、PKCS #12 ファイルのキーストア パスワードと同じにします。
• シグネチャ アルゴリズム［DSA with SHA-1］を選択します。
• ダイジェスト アルゴリズム 値： SHA-1、SHA-256、SHA-384、SHA-512、RIPEMD-160、または MD5 （非推奨）。

接続

この情報は、SAML クエリ API サーバの場所および接続方法を示しています。

• エンドポイント
アイデンティティ プロバイダの SAML クエリ API の URL。

• SSL キーストア
エンドポイントに接続するためにクライアント側の識別証明書を使用するには、［選択］ボタンを使用して、キース
トア ファイルを選択します。または、プルダウン リストから事前に入力された項目を選択するか、手動で入力しま
す。

• SSL キーストア パスワード
SSL キーストアのパスワード（使用する場合）。

• SAML バージョン
アイデンティティ プロバイダにクエリを実行するために使用する SAML バージョン。

サブジェクト

この情報は、SAML アサーションの受信者を示します。サブジェクトは、現在の認可/権限に関するアサーションを提供
するユーザ、ユーザ グループ、またはその他のエンティティです。

• 名前
エンティティの名前（ユーザ名など）。

• 名前修飾子
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名前を修飾するために使用するグループまたはカテゴリ（ドメインなど）。
• 形式
このフィールドは、名前が送信される形式を示します（たとえば、ユーザ名に対するものとしてフル ネーム）。

• 確認方法
クエリに含める確認方法のタイプを選択します。クエリは、指定されたタイプの少なくとも 1 つを含むアサーション
のみを返します。タイプを選択しない場合、確認方法に関係なくクエリでアサーションが返されます。

応答 (非推奨)

この情報は、SAML アサーションの一部としてどのアサーション ステートメントを返すかを示します。応答は SAML 1.1
の時点で非推奨です。

• ローカル パート
エレメント名（AuthenticationStatement、AuthorizationDecisionStatement、AttributeStatement など）。

• ネームスペース
エレメントのネームスペース（urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:assertion など）。

［追加］

をクリックすると、返されるセットに XML エレメントを追加します。

［削除］

をクリックすると、すでに追加されているエレメントを削除します。

クエリ

実行するクエリのタイプの説明。クエリのタイプは以下のとおりです。

• 属性
• 認証
• 認可の決定
• 属性
属性クエリは、属性ステートメントのセットで応答します。たとえば、それは、サブジェクトがどのグループのメン
バかを示します。
– リソース
クエリを特定のリソース（特定の Web サービス、ドメイン、ファイルなど）に制限するには、リソース名を指定
します。

– 属性指示子
名前およびネームスペース（XML エレメントなど）で各属性を識別します。返される各属性タイプを指定するこ
とにより、返される属性ステートメントのセットをフィルタできます
例：

Name = urn:mace:dir:attribute-
def:eduPersonScopedAffiliation, Namespace = urn:mace:shibboleth:1.0:attributeNamespace:uri)

• 認証
特定のサブジェクトの SAML アサーションに関連する認証ステートメントを要求するために使用します。
– 認証方法
このパラメータは、クエリを、特定の認証方法である認証ステートメントに制限します。
例：
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urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:am:X509-
PKI, urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:am:PGP, urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:am:password

事前定義済みの認証方法のセットがプルダウン リストから使用可能です。

• 認可の決定
特定の証拠に対してサブジェクトが実行する特定のアクションの SAML アサーションを要求するために使用します。
– リソース
クエリを特定のリソース（特定の Web サービス、ドメイン、ファイルなど）に制限するには、リソース名を指定
します。

– アクション
名前（データ）およびネームスペース（XML エレメントなど）で指定して、認可に要求して実行する少なくとも 1
つのアクション（ログイン、表示、編集など）を指定します。

– 証拠 (アサーション)
（オプション）アイデンティティ プロバイダへのアドバイスとして認可の決定クエリで含める 1 つ以上の SAML
アサーションを指定します。SAML アサーション XML を保持するプロパティを指定します。前のステップ（別の
SAML アサーション クエリまたはテキストの解析ステップなど）の応答を使用するには、lisa.<ステップ名>.rsp
を使用します。

– 証拠 (参照 ID)
必要に応じて、アサーション参照 ID を指定します。

GraphQL ステップ

API のクエリ言語

GraphQL は API のクエリ言語で、既存のデータでそれらのクエリを実行するランタイムです。GraphQL は、API 内の
データを完全でわかりやすい説明を提供し、クライアントに必要な情報を正確に要求し、時間の経過と共に API を容易
に進化させることができます。

GraphQL 要求構造

通常、GraphQL 要求は、以下の 3 つの可能な属性で構成されます。

1. クエリ： ###： （必須）： 送信される GraphQL クエリ（またはミューテーション）。
2. 変数： ######： （オプション）： クエリに含まれる変数のオブジェクト。
3. OperationName： ###： （オプション）クエリに存在する場合、最初の名前付きクエリを使用して自動的に入力され
る操作名。ただし、クエリに複数の操作が存在する場合にのみ必要です。

新しい GraphQL ステップの概要

GraphQL ステップは、DevTest ワークステーションを使用して HTTP （HTTPS）要求を送受信する GraphQL アプリ
ケーションをテストするために使用します。

GraphQL ステップは、Web/Web サービスおよび webMethods カテゴリから追加できます。
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以下のメソッドがサポートされています。

• GET
• POST

クエリおよびミューテーションを使用する以下の GraphQL 機能がサポートされています。

• 基本クエリ
• フィールド
• エイリアス
• ディレクティブ
• 操作名
• 変数
• ミューテーション
• 引数
• Fragments
• イントロスペクション

GraphQL エディタ コンポーネント

GraphQL エディタ パネルは、以下の 3 つのタブで構成されています。

• URL
• コンテンツ
• ヘッダ
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URL

デフォルトで、［URL］タブが選択されています。メソッド［GET/POST］をドロップダウン リストから選択し、URL
コンポーネントと共に URL を入力できます。

• プロトコル
• ホスト名
• ポート
• パス
• ユーザ
• パスワード
• URL 内のプロパティのエンコード

［クエリ文字列パラメータ］フィールドでは、クエリ パラメータを通じて GraphQL クエリ、変数、および操作名を渡す
ことができます。

例：

<END_POINT>/graphql?query=<GRAPHQL_QUERY>&variables=<GRAPHQL_VARIABLES>&operationName=<OPERATION>
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コンテンツ

［コンテンツ］タブは、要求ペイロードが形成される場所です。GraphQL クエリを記述するエディタのタイプと、リ
ソースのメディア タイプを示す Content-Type エンティティ ヘッダを選択できます。

タイプ

［タイプ］ドロップダウン リストは、以下のエディタのタイプで構成されます。

• XML
• JSON
• テキスト
• Base64 エンコード
• 16 進エンコード
• URL/XML
• URL/テキスト
• URL/バイナリ
• プロパティ
• プロパティ/URL
• GraphQL

Content-type

［Content-type］ドロップダウン リストは、以下の 3 つのコンテンツ タイプで構成されます。

• application/json:
• application/graphql:
• application/www-url-form-encoded

Type: GraphQL

［GraphQL］タイプ エディタを選択して GraphQL 形式のクエリを入力すると、以下のパネルが表示されます。

• クエリ
• 変数
• 操作名
• 検証
• エラー ログ
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クエリ

GraphQL クエリを入力できます。GraphQL クエリを使用して、値を読み取りまたは取得します。ミューテーションを使
用して、値を書き込みまたはポストします。

例：

query {

RandomHero :

 randomHero{

   id

   avatar_url

   full_name

   description

   type{

     id

     name

   }

 }
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GetHero :

 hero(id:$id){

   id

   avatar_url

   description

   full_name

 }

}

変数および操作名

変数は、$ とその後に変数の名前を続けて宣言します。

例： $myname_Variable $myname_Variable を宣言したら、名前付きクエリ構文で使用する必要があります。クエリ
myQuery は文字列値を取得し、以下に示すように sayHello を渡します。

query myQuery($myname_Variable:String!) {

   sayHello(name:$myname_Variable)

}

$myname_Variable の値を JSON オブジェクトとして［変数］パネルで設定します。

{

   "myname_Variable": "Test User"

}

上記のコードの出力は以下のとおりです。

{

   "data": {

      "sayHello": "Hi Test User GraphQL server says Hello to you!!"

   }

}

application/json コンテンツ タイプを使用する標準 GraphQL POST 要求は、以下の形式で JSON エンコードされたボ
ディです。

{

   "query": "...",

   "operationName": "...",

   "variables": { "myVariable": "someValue", ... }

}

operationName および変数はオプションのフィールドです。operationName は、クエリに複数の操作が存在する場合に
のみ必要です。

NOTE
「application/graphql」の Content-Type ヘッダが存在する場合、HTTP POST ボディのコンテンツを GraphQL
クエリ文字列として扱います。「Content-Type: "application/graphql"」は、変数のないクエリの省略形です。変
数フィールドや操作名フィールドを使用する場合、「Content-Type: "application/json"」ヘッダを使用する必要
があります。

検証およびエラー ログ

［検証］ボタンをクリックすると、クエリに構文エラーがあるかどうかを検証します。エラーは、エラー ログに JSON
形式で出力されます。

例： クエリに、「$type」が「type」として誤ってラベル付けされているエラーが含まれているとします。［検証］ボタ
ンをクリックすると、エラー ログに以下のエラーが返されます。
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mutation CreateNewHero($full_name:String!,

 type_id:ID!,$avatar_url:String!,

 description:String!){

   createNewHero(full_name:$full_name,type_id:$type_id,avatar_url:$avatar_url

   ,description:$description){

     full_name

     avatar_url

     description

     type{

       name

       id

     }

     id

   }

 }

Error Log

{

    "errors" : [

        {

            "message" : "Invalid query syntax",

            "locations" : [

                {

                    "line" : 2,

                    "characterPosition" : 2

                }

            ]

        }

    ]

}

NOTE
GraphQL クエリは、クエリの書き込み中に検証されません。クエリを検証するには、［検証］ボタンをクリッ
クします。エラーがある場合、エラー ログ（*）が赤色で強調表示されます。
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コンテンツ タイプ

GraphQL リクエスト ペイロードの構築は、ユーザが GraphQL ステップ UI のコンテンツ セクションで選択した
Content-Type のタイプによって異なります。

GraphQL リクエストは、GET/POST HTTP メソッドを使用して、2 つの異なるコンテンツ タイプで送信できます。

• application/json
• application/graphql

application/json

HTTP POST コンテンツ ボディの Content-Type ヘッダを application/json として選択している場合、GraphQL 属性（ク
エリ、変数、および操作名）は以下に示すように LISA によって JSON 形式に変換されます。

{

   "query": "...",

   "operationName": "...",

   "variables": { "myVariable": "someValue", ... }

}
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application/graphql

NOTE
GraphQL サーバは、graphql.org のガイドラインに沿って HTTP を使用して動作するように設定されていると
想定されています。そのため、Content-Type ヘッダが「application/graphql」として指定されているときは常
に、GraphQL エンドポイントはヘッダ application/graphql を受け入れ、ボディでの JSON の使用が不要になり
ます。

HTTP POST コンテンツ ボディの Content-Type ヘッダを application/graphql として選択している場合、GraphQL 属性
は以下に示すように GraphQL クエリ文字列として送信されます。

query getTaskAndUser {

  getTask(id: "0x3") {

    id

    title

    completed

  }

  queryUser (filter: {username: { allofterms: "harish@broadcom.com"}}) {

    username

    name

  }

}

NOTE

• ［変数］および［操作］パネルは、application/json コンテンツ タイプでのみ使用するよう制限されていま
す。GraphQL 変数と複数の操作は application/graphql コンテンツ タイプではサポートされていません。

• どちらのリクエスト メソッド（POST または GET）も、クエリのみ必要です。クエリに GraphQL 変数が含
まれる場合にのみ、変数が必要です。たとえば、クエリが「myQuery($var: String)」のように始まるとしま
す。operationName は、クエリに複数の操作がある場合にのみ必要で、操作にも名前を付ける必要がありま
す。

Type: JSON

JSON タイプ エディタを選択して JSON 形式でクエリを入力すると、以下のパネルが表示されます。

• Visual JSON
• Raw JSON

クエリは以下の形式で書き込む必要があります。

{

  "query": "...",

  "operationName": "...",

  "variables": { "var": "val", ... }

}
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HTTP リクエストに Content-Type ヘッダ application/json を選択する必要があります。選択しない場合、サーバからエ
ラー レスポンスが表示されます。

例：

"errors" : [

        {

            "message" : "Expected Name, found String",

            "locations" : [

                {

                    "line" : 1,

                    "column" : 3

                }

            ]

        }

    ]

ヘッダ

このタブで HTTP 要求のヘッダを追加できます。

HTTP GET リクエストを使用した GraphQL リクエストの処理

HTTP メソッド「GET」およびボディ タイプ「GraphQL」を選択すると、GraphQL リクエストが自動的に構築されま
す。クエリ セクションのクエリは、クエリ文字列パラメータに変換されます。変数セクションの変数（ある場合）は、
以下に示すように、JSON エンコードの URL クエリ パラメータに変換されます。

<END_POINT>/graphql?query=<GRAPHQL_QUERY>variables=<GRAPHQL_VARIABLES>&operationName=<OPERATION>

http://localhost:8080/graphql?query={...}&variables={...}&operation=...

例：

http://localhost:4000/graphql?query=query+HeroNameAndFriends($episode:Episode){hero(episode:$episode){name
+friends{name}}}&variables={"episode":"JEDI"}&operationName=HeroNameAndFriends
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要求の複数の GraphQL 操作 - Graphql

単一操作

最も基本的な要求には、単一の匿名（名前なし）操作が含まれます。ただし、各操作に 1 つ以上のクエリを含めること
ができます。たとえば、以下のクエリには、クエリ「getTask」と「getUser」を実行するクエリ操作があります。

query {

  getTask(id: "0x3") {

    id

    title

    completed

  }

  getUser(username: "dgraphlabs") {

    username

  }

}

Response:

{

  "data": {

    "getTask": {

      "id": "0x3",

      "title": "GraphQL docs example",

      "completed": true

    },

    "getUser": {
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      "username": "dgraphlabs"

    }

  }

}

クエリの省略形

要求に単一のクエリ操作のみがある場合、「query」キーワードを省略する省略形を使用できます。

{

  getTask(id: "0x3") {

    id

    title

    completed

  }

  getUser(username: "dgraphlabs") {

    username

  }

}

これにより、クエリに操作名または変数が必要ない場合にクエリが簡略化されます。

複数の操作

要求に 2 つ以上の操作がある場合、各操作に名前が必要です。1 つの要求は 1 つの操作のみを実行できます。要求で実
行する操作名を含めます（要求の「操作」フィールドを参照）。要求内のすべての操作名は一意である必要があります。

たとえば、以下の要求には操作名に「getTaskAndUser」および「completedTasks」があります。

query getTaskAndUser {

  getTask(id: "0x3") {

    id

    title

    completed

  }

  queryUser(filter: {username: {eq: "dgraphlabs"}}) {

    username

    name

  }

}

query completedTasks {

  queryTask(filter: {completed: true}) {

    title

    completed

  }

}

以下の要求を実行する場合（JSON 形式の HTTP POST リクエストとして）、「getTaskAndUser」操作を指定すると最
初のクエリが実行されます。

{

  "query": "query getTaskAndUser { getTask(id: \"0x3\") { id title completed } queryUser(filter: {username:

 {eq: \"dgraphlabs\"}}) { username name }\n}\n\nquery completedTasks { queryTask(filter: {completed: true})

 { title completed }}",

  "operationName": "getTaskAndUser"

}
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{

  "data": {

    "getTask": {

      "id": "0x3",

      "title": "GraphQL docs example",

      "completed": true

    },

    "queryUser": [

      {

        "username": "dgraphlabs",

        "name": "Dgraph Labs"

      }

    ]

  }

}

「completedTasks」操作を指定すると、2 番目のクエリが実行されます。

{

    "query": "query getTaskAndUser { getTask(id: \"0x3\") { id title completed } queryUser(filter: {username:

 {eq: \"dgraphlabs\"}}) { username name }\n}\n\nquery completedTasks { queryTask(filter: {completed: true})

 { title completed }}",

    "operationName": "completedTasks"

}

{ "data": { "queryTask": [ { "title": "GraphQL docs example", "completed": true }, { "title": "Show second

 operation", "completed": true } ] } }
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クエリのバッチ処理での JSON エンコード配列の使用

DevTest は、JSON エンコードされたクエリの配列を送信し、GraphQL 応答の配列を受信するだけで、複数の GraphQL
クエリをエンドポイントに送信できるバッチ処理をサポートします。

例： エディタ タイプに JSON を、content-type に application/json を選択します。

要求：

[

   {

      "query": "{randomHero{id avatar_url  full_name description type{id name}}}"

   },

   {

      "query": "{hero(id:\"ckm0z3rpz004n0861v7mgwhxe\"){ id avatar_url description full_name}}"

   }

]

応答：

[

    {

        "data" : {

            "randomHero" : {

                "id" : "ckmok6s35000x0861xvjcrb5f",

                "avatar_url" : "think",

                "full_name" : "Shubhi",

                "description" : "wakanda forever",

                "type" : {

                    "id" : "ckm0je7ll00ao0a613zdpcbab",

                    "name" : "Human"

                }

            }

        }

    },

    {

        "data" : {

            "hero" : {

                "id" : "ckm0z3rpz004n0861v7mgwhxe",

                "avatar_url" : "think",

                "description" : "wakandaforever",

                "full_name" : "Black Panther"

            }

        }

    }

]

GraphQL クエリと変数の Lisa 変数

project.config、データセット、およびフィルタで独自の Lisa 変数を作成し、GraphQL クエリおよび変数の代わりとして
使用できます。
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ユース ケース 1

• 「full_name」は、そのステップでランダム コード ジェネレータ データセットを使用して作成され、クエリで使用さ
れます。

• 「type_id」、「description」、「avatar_url」は、GraphQL 変数で作成されます。

クエリ：

mutation CreateNewHero($type_id:ID!,$avatar_url:String!,$description:String!){

    createNewHero(full_name:”{{CreateHero}}”,type_id:$type_id,avatar_url:$avatar_url

    ,description:$description){

      full_name

      avatar_url

      description

      type{

        name

        id

      }

      id

    }

  }

変数：

{"type_id":"3213223frrew","avatar_url":"abc.com","description":"Heroes"}

ユース ケース 2

• 「type_id」は、前の手順でキャプチャされて JSON パス フィルタに格納され、GraphQL クエリで使用されます。
• 「full_name」、「description」、「avatar_url」は、GraphQL 変数で作成されます。

クエリ：

mutation CreateNewHero($full_name:String!,$avatar_url:String!,$description:String!){

createNewHero(full_name:$full_name,type_id:”{{type_id_filter}}”,avatar_url:$avatar_url

    ,description:$description){

      full_name

      avatar_url

      description

      type{

        name

        id

      }

      id

    }

  }

変数：

{"full_name":"Hulk","avatar_url":"abc.com","description":"Heroes"}

ユース ケース 3

• 「full_name」は、そのステップでランダム コード ジェネレータ データセットを使用して作成され、GraphQL 変数で
使用されます。

• 「type_id」は、前の手順でキャプチャされて JSON パス フィルタに格納され、GraphQL 変数で使用されます。
• 「description」と「avatar_url」は、project.config で作成され、GraphQL 変数で使用されます。
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クエリ：

mutation CreateNewHero($full_name:String!,$type_id:ID!,$avatar_url:String!,

$description:String!){createNewHero(full_name:$full_name,type_id:$type_id,avatar_url: $avatar_url,description:

$description){full_name, avatar_url, description, type{name,id}id}}

変数：

{

  "full_name": "{{hero_name_dataset}}",

  "type_id": "{{type_id_filter}}",

  "avatar_url":"{{avatar_url}}",

  "description":"{{desc}}"

}

GraphQL でのマルチパート フォームデータのサポート

GraphQL API を使用するファイルのアップロードは一般的ではありません。アップロードを処理するには、GraphQL
サーバを更新する必要があります。GraphQL には、ファイルをマルチパート リクエストの一部として転送するクエリと
呼ばれるマルチパート フィールドが必要です。

例：

単一ファイルのアップロード

{ query: ` mutation($file: Upload!) { singleUpload(file: $file) { id } } `, variables: { file: File //

 a.txt } } 

以下の手順に従います。

1. マルチパート Mime ステップを作成します。
2. HTTP/HTML の次のステップを追加します。

3. HTTP/HTML ステップで、上記の例について以下の詳細を指定します。
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4. マルチパート Mime ステップに戻り、詳細を入力します。
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5. ITR で実行します。

制限事項

• GraphQL スキーマのインポート。その結果、以下の機能はサポートできません。
– クエリの自動完了
– スキーマベースのエラー チェック

• コンテンツ タイプを application/graphql と選択する場合、GraphQL 変数および操作名は使用できません。GraphQL
は、この実装を提供しません。

NOTE

• JSON エンコードされたクエリの配列を送信し、GraphQL 応答の配列を受信するだけで、複数の GraphQL
クエリをエンドポイントに送信できるバッチ処理をサポートします。

• 実行前の GraphQL クエリの構文の検証が含まれます。
• GraphQL 変数のプロパティ参照として変数を使用できるようにします
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Java/J2EE ステップ
以下のステップは Java/J2EE カテゴリで使用できます。

動的 Java 実行
動的 Java 実行ステップでは、Java オブジェクトをインスタンス化および操作できます。 クラスパスのすべての Java ク
ラス（JRE クラスパスのクラスも含む）を使用できます。hotDeploy ディレクトリにコピーすることにより、ユーザ ク
ラスをクラスパスに配置できます。テスト中のクラスは、複合オブジェクト エディタにロードされます。このエディタ
では、Java コードを記述せずにクラスを操作できます。

この例では、java.util.Date クラスの Java 日付インスタンスを使用します。

1. 動的 Java 実行エディタでは、以下のパラメータを入力します。
– JVM を使用
［ローカル］を選択します。

NOTE
［リモート］オプション ボタンをクリックすると、コンテナ内テスト（ICT）を使用して、Java オブ
ジェクトをリモートで実行できます。ただし、このモードは、使用する前にいくつかの追加の設定を必
要とします。詳細については、「SDK の使用」を参照してください#

– ローカル JVM 設定
以下のいずれかのオプションを選択します。
• クラスの新規オブジェクトを作成： このオプション ボタンを選択し、インスタンス化する Java クラス
を入力、選択、または参照します。この値は、Java クラスのパッケージを含む完全修飾クラス名（例：
com.example.MyClass）である必要があります。

• 次のプロパティからロード： このオプション ボタンをクリックし、値としてシリアル化されたオブジェクトを
含むプロパティの名前を入力します。

– 環境エラーの場合
オブジェクトの作成時に環境エラーが発生した場合にリダイレクトするステップを選択します。

NOTE
Java オブジェクトが個別のクラスローダによってロードされることを要求する場合は、［クラス ローダ サ
ンドボックス コンパニオン］を追加します。

2. ［オブジェクトの構築/ロード］をクリックします。
［複合オブジェクト コンストラクタ］ウィンドウが開き、オブジェクトで使用可能なコンストラクタがリスト表示さ
れます。

3. コンストラクタを選択して、［次へ］をクリックします。
4. コンストラクタが必要とする入力パラメータを入力します。
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5. この例では、日付（2011/5/10）の文字列表現を入力します。値、プロパティ、または NULL を入力できます。 は、
オブジェクトを構築して複合オブジェクト エディタにロードします。
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6. これで、複合オブジェクト エディタを使用して、オブジェクトを操作し、メソッドを実行できます。
複合オブジェクト エディタの使用方法の詳細については、「複合オブジェクト エディタ（COE）」を参照してくだ
さい。

7. 以下のいずれかの方法で、フィルタおよびアサーションを追加できます。
– インライン フィルタ/アサーション フォーム（複合オブジェクト エディタの一部）を使用する。
– テスト ケース ツリーのテスト ステップの下でフィルタを手動で選択する。
たとえば、以下の図は、Date クラスに対して before メソッドを実行する前のウィンドウです。
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［ステータス/結果］セクションでは、［結果を保存するプロパティ］テキスト ボックスでインライン フィルタを追
加できます。［結果の比較 - Like］テキスト ボックスで、インライン アサーションを追加することもできます。
動的 Java 実行ステップには、「動的 Java 実行」という命名規則を使用したデフォルトの名前があります。ステップ
名は、いつでも変更できます。

RMI サーバ実行
RMI サーバ実行ステップでは、RMI （リモート メソッド呼び出し）によってリモート Java オブジェクトへの参照を取
得し、Java オブジェクトを呼び出すことができます。

前提条件： 複合オブジェクト エディタについての知識を前提とします。また、リモート オブジェクトのインターフェー
スおよびスタブ クラスをホット デプロイ ディレクトリにコピーする必要があります。これらのアクションは、リモー
ト オブジェクトへの接続および操作に必要です。これらのクラスは、リモート オブジェクト開発者から入手してくださ
い。

パラメータ要件： RMI サーバに接続する方法（通常はホスト名およびポート）と呼び出すオブジェクトの RMI 名を知っ
ている必要があります。

RMI サーバ ステップ エディタでは、以下のパラメータを入力できます。

• RMI Name
以下のアクションのいずれかを完了します。
– オブジェクトの完全 RMI 名（上記のとおり）を入力または選択する。
– RMI サーバ名を入力し、［適用］をクリックして利用可能なオブジェクトのリストを開く。

は、オブジェクトを構築して複合オブジェクト エディタにロードします。
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これで、複合オブジェクト エディタを使用して、オブジェクトを操作し、メソッドを実行できます。

上記の図では、getName メソッドが選択されています。それをダブルクリックすると、オブジェクト コール ツリーに追
加されます。次に、ダイアログ ボックスの［実行］をクリックし、必要なメソッド引数と、結果の処理方法に関する情
報を使用して実行できます。
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上記の図では、メソッドがまだ実行されていないため、戻り値として NULL が表示されています。［実行］をクリック
すると実行され、正しい戻り値型が表示されます。以下の図は、オブジェクト コール ツリーがいくつかのメソッドの実
行結果をどのように追跡するかを示しています。
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また、以下のいずれかの方法でも、フィルタおよびアサーションを追加できます。

• インライン フィルタ/アサーション フォームを使用する。
• テスト ケース ツリーのテスト ステップの下でフィルタを手動で選択する。

［ステータス/結果］セクションが表示されます。このセクションの［結果を保存するプロパティ］テキスト ボックスで
インライン フィルタを追加できます。［結果の比較 - Like］テキスト ボックスでインライン アサーションを確認できま
す。

NOTE
複数のネットワーク カードがある場合、RMI 名に localhost を使用するとエラーが発生する場合がありま
す。IP アドレスまたは IP アドレスに対応するホスト名を使用する必要がある場合があります。

RMI サーバ実行ステップには、「RMI ##### - ###」という命名規則を使用したデフォルトの名前があります。

別のステップがデフォルトのステップ名を使用すると、 はこのステップ名に番号を追加して一意にします。ステップ名
は、いつでも変更できます。
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Enterprise JavaBean 実行
Enterprise JavaBean 実行ステップでは、J2EE アプリケーション サーバで実行される Enterprise JavaBean （EJB）へ
の参照を取得し、コールを実行することができます。

EJB のテストは、Java オブジェクトのテストと同様です。 は、ホーム EJB インターフェースを使用して動的に EJB に
接続し、そこから EJB オブジェクトのインスタンスを作成します。ホーム インターフェースを必要としないため、この
プロセスは EJB と少し異なります。テスト中の EJB は、複合オブジェクト エディタにロードされます。このエディタ
では、Java コードを記述せずに EJB を操作できます。

EJB ステップには、「EJB Java #### ## Java ##」という命名規則を使用したデフォルトの名前があります。ステップを
保存する前は、デフォルトのステップ名は EJB です。別のステップもデフォルトのステップ名を使用する場合、番号が
ステップ名に追加されます。ステップ名は、いつでも変更できます。

前提条件

• 複合オブジェクト エディタの知識があることを前提としています。
• テスト中の EJB のアプリケーション JAR ファイルおよびクライアント EJB JAR ファイルを LISA_HOME

\hotDeploy ディレクトリにコピーします。EJB のサンプルをすぐに実行できるように、hotDeploy ディレクトリ
には、JBoss アプリケーション サーバ用の jbossall-client.jar ファイルおよびサンプル JAR ファイルが含まれま
す。JBoss の要件の詳細については、「EJB ベースラインの生成」を参照してください。

パラメータ要件

• サーバ接続情報（JNDI 接続）とユーザ ID およびパスワード（必要な場合）。
• EJB ホーム インターフェースのグローバル JNDI ルックアップ名。

EJB デプロイヤは、この情報を提供する必要があります。

例

この例は、JBoss 4.2.3 を使用するデモ サーバに基づいています。ローカルのデモ サーバを使用するために、ホスト名
として「localhost」と入力します。

1. リストからアプリケーション サーバを選択し、以下のパラメータを入力します。
– ホスト名または IP アドレス
アプリケーション サーバのホスト名と IP アドレスを入力します。

– ポート番号
ポート番号を入力します。

– ユーザ
アプリケーション サーバにユーザ ID が必要な場合に入力します。

– パスワード
アプリケーション サーバにパスワードが必要な場合に入力します。

2. アプリケーション サーバがリストにない場合は、［その他/ユーザ指定］オプションを選択して、以下のパラメータ
を入力します。
– JNDI ファクトリ
アプリケーション サーバの完全修飾 JNDI ファクトリ クラス名を入力または選択します。

– JNDI サーバ URL
JNDI サーバ名を入力または選択します。

– ユーザ
アプリケーション サーバにユーザ ID が必要な場合に入力します。

– パスワード
アプリケーション サーバにパスワードが必要な場合に入力します。

3. ［Next］をクリックします。
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［新規 EJB セットアップ］ウィンドウが開き、アプリケーション サーバに登録されている JNDI 名がリスト表示さ
れます。

4. 適切な EJB ホーム インターフェースの名前を選択します。
この例では、JNDI 名は com.itko.examples.ejb.UserControlBean です。EJB 3 仕様では、ステートフル ビーンおよ
びステートレス ビーンを JNDI ツリーに直接バインドでき、ホーム インターフェースを必要としません。その場合、
ビーンを直接選択できます。 によるインスタンスの作成は必要ありません。

5. ［Next］をクリックします。
オブジェクトが構築され、複合オブジェクト エディタにロードされます。
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［実行情報］領域に、現在の EJB 情報が表示されます。EJB を再利用する場合は、［EJB ホーム参照の保持］およ
び［EJB オブジェクト参照の保持］チェック ボックスを選択して、EJB ホームおよび EJB オブジェクトへの参照
を維持できます。ビーンがホーム インターフェースのない EJB 3 ビーンである場合、［EJB ホーム参照の保持］
チェック ボックスは無効です。

6. これで、複合オブジェクト エディタを使用して、オブジェクトを操作し、メソッドを実行できます。
使用方法は、RMI サーバ実行ステップと同じです。

JBoss 7 をサポートするための設定

以下の手順に従います。

1. JBoss サーバの bin\client フォルダからクライアント JAR ファイル jboss-client.jar をコピーし、LISA_HOME
\hotDeploy フォルダに配置します。
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2. テキスト エディタでファイル LISA_HOME\j2eeservers.xml を編集し、JBoss の新しいバージョンをサポートするた
めに以下の定義を追加します。
<Server>

    <name>JBOSS 7.0</name>

    <jndiDriver>org.jboss.naming.remote.client.InitialContextFactory</jndiDriver>

    <jndiUrlPrefix>remote://</jndiUrlPrefix>

    <jndiDefPort>4447</jndiDefPort>

    <jndiNeedsClass>false</jndiNeedsClass>

    <clientJarMsg>The JBOSS client driver is not installed.  This screen will help you put it there.</

clientJarMsg>

    <jarName>jboss-client.jar</jarName>

    <noEJBClientMsg>We cannot find the EJB client jar.  This is the same jar you deploy to JBOSS.  Please

 provide it here so we can copy it into your Hot Deploy. In many cases you will find this jar inside      

  of an EAR.</noEJBClientMsg>

    <doEJBCopy>true</doEJBCopy>

</Server>

3. 安全のために、既存の jbossall-client.jar ファイルを LISA_HOME/hotDeploy から LISA_HOME の外部にある他の
フォルダに移動します。

4. ワークステーションを再起動します。以下に示すように、［アプリケーション サーバ］ドロップダウン リストに新
しい JBoss バージョンが表示されていることを確認できます。

SIBC を使用した DevTest Solutions による WebSphere への接続

IBM は、ダウンロードして Sun JVM と一緒に使用できる EJB および JMS クライアントを提供しています。

以下の手順に従います。

1. このファイルをダウンロードし、そのインストーラを実行します。
2. 以下のコマンドを実行してください。

 java -jar sibc_install-o0902.06.jar jms_jndi_sun <output_directory> 
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3. <output_directory> から以下のファイルを取得します。
– lib\sibc.jms.jar
– lib\sibc.jndi.jar
– lib\sibc.orb.jar

4. 上記の 3 つの JAR ファイルを参照するために、LISA_PRE_CLASSPATH 環境変数を作成します。
例： LISA_PRE_CLASSPATH=C:\sibc.jms.jar;C:\sibc.jndi.jar;C:\sibc.orb.jar;

5. local.properties を編集し、以下の行を追加します。
 com.ibm.CORBA.ORBInit=com.ibm.ws.sib.client.ORB 
 

6. JMS ステップで、以下の設定を使用します。
– JNDI ファクトリ クラス： com.ibm.websphere.naming.WsnInitialContextFactory
– JNDI URL： iiop://SERVER:PORT

その他のトランザクション ステップ
以下のステップは、［その他］カテゴリで使用できます。

SQL データベース実行 (JDBC)
SQL データベース実行ステップでは、JDBC （Java Database Connectivity）を使用してデータベースに接続し、データ
ベースに対して SQL クエリを実行することができます。

SQL 構文が完全にサポートされています。ただし、SQL は検証されません。SQL はデータベースに送信され、そこで検
証されます。SQL エラーが発生すると、応答にキャプチャされます。エラーに対してアサートを行えます。SQL が、使
用しているデータベース マネージャで有効であることを確認してください。

前提条件： データベースの適切な JDBC ドライバが  クラスパスに存在する必要があります。ドライバ JAR ファイル
は、ホット デプロイ ディレクトリに配置できます。 クラスパスには Derby クライアント ドライバが含まれています。
したがって、再度それを追加する必要はありません。

パラメータ要件： JDBC ドライバ クラスの名前、データベースの JDBC URL、およびデータベースのユーザ ID とパス
ワード。また、SQL クエリを作成するために、データベースのテーブルのスキーマを知っておく必要があります。
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1. SQL データベース ステップ エディタでは、以下のパラメータを入力します。
接続情報 ：
– JDBC ドライバ
適切なドライバ クラスの完全なパッケージ名を入力または選択します。標準のドライバ クラスは、ドロップダウ
ン リストで使用可能です。また、［参照］ボタンを使用して、ドライバ クラスの  クラス パスを参照できます。

– 接続文字列
接続文字列はデータベースの標準の JDBC URL です。URL を入力または選択します。一般的なデータベース マ
ネージャの JDBC URL テンプレートは、ドロップダウン リストで使用可能です。

– 取得する最大行数
結果セットで返される最大行数を入力します。このフィールドは必須です。行数に制限を設けない場合は、「-1」
と入力します。

実行情報 ：
– ユーザ ID
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ユーザ ID を入力します（データベースで必要な場合）。
– パスワード
パスワードを入力します（データベースで必要な場合）。

– 接続を維持
このオプションをオンにすると、ステップが実行して最初に開かれたデータベース接続がキャッシュされます。そ
のステップに対してガベージ コレクションが発生すると、データベース接続が閉じられます。［接続を維持］が
オフの場合、接続はステップが実行されるたびに閉じられます。

– 接続プールを使用
デフォルトでは、SQL 実行ステップでの接続プーリングを有効にした場合、データベースへの接続を終了する前
に、テストで接続がリリースされた後の 45 秒間に作成された接続をプールします。その 45 秒の期間中に複数の
接続が必要な場合は、最小限の接続プールを使用できます。このステップを使用するロード テストを実行してい
る場合は、接続プーリングを有効にする必要があります。ループ内でこのステップを使用している厳密なループ内
にあるテストを実行している場合は、接続プールを有効にします。一連の機能テストを実行しており、それらのテ
ストの実行時に 10 分の期間内にデータベースに対していくつかのコールが生成される場合は、接続プーリングを
有効にしないでください。
一般的に、サーバが多数の接続を受け入れることができるかどうかをテストする目的のみでステップの実行ごとに
1 つの接続が必要な場合を除き、常に接続プーリングを使用する必要があります。負荷テスト（マルチ VU）に接
続プーリングを使用する場合は、lisa.jdbc.pool.maxPoolSize プロパティを設定して、接続が不足しないようにす
る必要がある場合があります。

– 結果セットを返す
クエリで結果セットを返す場合（SELECT タイプのクエリの場合）は、このチェック ボックスをオンにしま
す。UPDATE、INSERT、または DELETE の場合はオフにします。このチェック ボックスを誤って設定すると、
クエリでエラーが発生します。

– SQL エラーの場合
エラーが発生した場合にリダイレクトするステップを選択します。

ローカルのデモ サーバと通信するには、以下を使用します。
– JDBC ドライバ

org.apache.derby.jdbc.ClientDriver
– 接続文字列

jdbc:derby://localhost:1527/reports/lisa-reports.db
– ユーザ ID

sa
– パスワード

sa
2. ユーザ ID やパスワード（必要な場合）などのデータベース接続情報を入力した後、［テスト接続］をクリックして
接続をテストします。
情報が正しい場合は、成功メッセージ ウィンドウが表示されます。情報が正しくない場合は、エラー メッセージが
表示されます。

3. これで、下部ウィンドウに SQL ステートメントを入力することができます。
SQL ではプロパティを使用できます。 は、SQL 文字列をデータベースへ渡す前にパラメータを置換します。
JDBC ステップは、ストアド プロシージャ コールをサポートしています。ストアド プ
ロシージャが入力および戻り値として使用する引数として、基本データ型（文字列、数
値、日付、ブール値）がサポートされています。パラメータを追加するには、［追加］

をクリックします。［パラメータ］列の数値は編集できません。行を追加、削除、移動すると、［パラメータ］列の
数値が自動的に再設定されます。
また、JDBC ステップでは、JDBC のプリペアード ステートメントも使用できます。SQL ステートメントでは、疑問
符を使用できます。また、{{プロパティ}} を指定して追加できます。この機能により、引数の型とパラメータ値の一
重引用符のエスケープを気にしなくてすみます。{{col1}} および {{col2}} への参照を持つステートメント「insert into
MYTABLE(COL1,COL2) values (?, ?)」を考えると、理解しやすくなります。型およびエスケープ文字は自動的に変
換されます。
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ステートメントに NULL を含めるには、{{<<NULL>>}} 構文を使用します。
4. SQL クエリを作成したら、［SQL をテスト/実行］をクリックして、クエリを実行します。
メッセージは結果のステータスを示します。

5. ［OK］をクリックします。
結果は、［結果セット］タブに表示されます。

6. これで、結果セットに対してフィルタおよびアサーションを作成できます。
［結果セット］タブの下部のアイコンは、以下のフィルタおよびアサーションへの容易なアクセスを提供します。
– 結果セット行の別の値に対する値の取得
検索フィールドのセル（値フィールドのフィルタ）を選択し、プロパティ名を入力します。検索フィールドのセル
の値が見つかった場合、その行の［値］フィールドの値が入力されるプロパティの値として設定されます。

– 結果の値を解析フィルタ
選択したセルの値が入力されるプロパティの値として設定されます。

– 結果セットのコンテンツ アサーション
選択したフィールド（列）の値が入力した正規表現と比較されます。

これらおよびその他の結果セットの適切なフィルタおよびアサーションの詳細については、「フィルタの説明」およ
び「アサーションの説明」を参照してください。

SQL データベース実行ステップには、「JDBC SQL ## #####」という命名規則を使用したデフォルトの名前がありま
す。ステップのデフォルト名でサポートされている関数は、select、insert、delete、update、および perform です。ス
テップ名は、いつでも変更できます。

SQL データベース実行 (JDBC/アセット)
SQL データベース実行ステップでは、JDBC （Java Database Connectivity）を使用してデータベースに接続し、データ
ベースに対して SQL クエリを実行することができます。JDBC 接続アセットが定義されている場合、このステップを使
用します。

NOTE
レガシー SQL データベース実行（JDBC）ステップがある場合、接続情報を手動で作成する代わりに、既存の
ステップからエクスポートできます。詳細については、「テスト ステップからのアセットの作成」を参照して
ください。

SQL 構文が完全にサポートされています。ただし、SQL は検証されません。SQL はデータベースに送信され、そこで検
証されます。SQL エラーが発生すると、応答にキャプチャされます。エラーに対してアサートを行えます。SQL が、使
用しているデータベース マネージャで有効であることを確認してください。
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1. SQL データベース ステップ エディタでは、以下のパラメータを入力します。
接続情報 ：
– 接続アセット

JDBC 接続用の接続パラメータが含まれる接続アセットを選択します。
– 取得する最大行数
結果セットで返される最大行数を入力します。このフィールドは必須です。行数に制限を設けない場合は、「-1」
と入力します。

実行情報 ：
– 結果セットを返す
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クエリで結果セットを返す場合（SELECT タイプのクエリの場合）は、このチェック ボックスをオンにしま
す。UPDATE、INSERT、または DELETE の場合はオフにします。このチェック ボックスを誤って設定すると、
クエリでエラーが発生します。

– SQL エラーの場合
エラーが発生した場合にリダイレクトするステップを選択します。

2. ユーザ ID やパスワード（必要な場合）などのデータベース接続情報を入力した後、［テスト接続］をクリックして
接続をテストします。
情報が正しい場合は、成功メッセージ ウィンドウが表示されます。情報が正しくない場合は、エラー メッセージが
表示されます。

3. これで、下部ウィンドウに SQL ステートメントを入力することができます。
SQL ではプロパティを使用できます。 は、SQL 文字列をデータベースへ渡す前にパラメータを置換します。
JDBC ステップは、ストアド プロシージャ コールをサポートしています。ストアド プ
ロシージャが入力および戻り値として使用する引数として、基本データ型（文字列、数
値、日付、ブール値）がサポートされています。パラメータを追加するには、［追加］

をクリックします。［パラメータ］列の数値は編集できません。行を追加、削除、移動すると、［パラメータ］列の
数値が自動的に再設定されます。
また、JDBC ステップでは、JDBC のプリペアード ステートメントも使用できます。SQL ステートメントでは、疑問
符を使用できます。また、{{プロパティ}} を指定して追加できます。この機能により、引数の型とパラメータ値の一
重引用符のエスケープを気にしなくてすみます。{{col1}} および {{col2}} への参照を持つステートメント「insert into
MYTABLE(COL1,COL2) values (?, ?)」を考えると、理解しやすくなります。型およびエスケープ文字は自動的に変
換されます。
ステートメントに NULL を含めるには、{{<<NULL>>}} 構文を使用します。

4. SQL クエリを作成したら、［SQL をテスト/実行］をクリックして、クエリを実行します。
メッセージは結果のステータスを示します。

5. ［OK］をクリックします。
結果は、［結果セット］タブに表示されます。

6. これで、結果セットに対してフィルタおよびアサーションを作成できます。
［結果セット］タブの下部の 3 つのアイコンは、以下のフィルタおよびアサーションへの容易なアクセスを提供しま
す。
– 結果セット行の別の値に対する値の取得
検索フィールドのセル（値フィールドのフィルタ）を選択し、プロパティ名を入力します。検索フィールドのセル
の値が見つかった場合、その行の［値］フィールドの値が入力されるプロパティの値として設定されます。

– 結果の値を解析フィルタ
選択したセルの値が入力されるプロパティの値として設定されます。

– 結果セットのコンテンツ アサーション
選択したフィールド（列）の値が入力した正規表現と比較されます。

これらおよびその他の結果セットの適切なフィルタおよびアサーションの詳細については、「フィルタの説明」およ
び「アサーションの説明」を参照してください。

SQL データベース実行ステップには、「JDBC/###### SQL #######」という命名規則を使用したデフォルトの名前があ
ります。ステップのデフォルト名でサポートされている関数は、select、insert、delete、update、および perform です。
ステップ名は、いつでも変更できます。

CORBA 実行
CORBA 実行ステップは、Java RMI-IIOP ライブラリを使用して CORBA コールを行うために使用します。適切なスケル
トン クラスを提供する必要があります。
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以下の手順に従います。

1. 実行を開始する前に、corbaserver.jar ファイルを  lib ディレクトリにコピーします。この JAR は、CORBA サーバ
の lib ディレクトリにあります。

2. ステップ エディタを開くには、CORBA ステップを選択します。
3. フィールドに必要なデータを入力します。

– オブジェクト IOR
このフィールドには、オブジェクトまたはネーム サービスの RAW IOR 文字列が含まれます。この文字列
は、nameserver.sh バッチ ファイルを実行した出力（生成された IOR）から取得できます。

NOTE
nameserver の出力からコピーして［オブジェクト IOR］フィールドに貼り付けると、スペースが含まれ
る場合があります。この文字列にはスペースが含まれないようにしてください。

– Class Name
IOR はこのオブジェクト クラスを参照します。

また、［IOR 構築］ダイアログ ボックスも使用できます。このダイアログ ボックスが開いている場合、個別のパー
ツに入力されているすべての IOR 文字列を解析します。奇妙な外観のキーは無視します。IOR はバイト形式でキー
を格納するため、一部のバイトを正しく表示できません。RAW IOR の解析されたバージョンを使用する場合は、
フィールドを編集しないでください。

4. ［オブジェクトの構築/ロード］をクリックします。
動的オブジェクト エディタに、オブジェクトのコール シートが表示されます。

5. コールするメソッドを選択し、実行します。

デフォルトの CORBA 実行ステップは、「CORBA ####」という命名規則を使用します。ステップ名は、いつでも変更
できます。

ユーティリティ ステップ
以下のステップはユーティリティ カテゴリで使用可能です。

プロパティを最終応答として保存
プロパティを最終応答として保存ステップでは、最終応答としてプロパティの値を保存できます。

既存のプロパティのプロパティ名を入力するか、またはプルダウン メニューから選択します。プロパティの値は、最終
応答（およびステップ応答）としてロードされます。その後、この値は、最終応答としてすぐにアクセスできるか、また
は後で lisa.thisStepname.rsp プロパティ（thisStepName は現在のステップの名前）を使用してテスト ケースでアク
セスできます。

テスト ケースの各ステップには、関連付けられた応答があります。そのステップが実行されると、応答は
LASTRESPONSE および lisa.thisStepName.rsp という 2 つのプロパティに自動的に保存されます。このステップを使
用すると、ステップの実際の応答ではなく、プロパティ値にフィルタおよびアサーションを適用できます。

ログ メッセージの出力
「ログ メッセージの出力」ステップでは、ログにテキスト メッセージを書き込むことができます。このステップは、実
行されるテスト ケースの追跡およびログに役立ちます。ログ メッセージは、通常、テキストとプロパティの組み合わせ
です。

ログ メッセージをエディタで入力します。このログ メッセージは、このステップが対話型テスト ラン （ITR）で実行さ
れた場合に表示されるか、またはテスト ラン中にログに記録されます。

 1971



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

区切りファイルへの書き込み
区切りファイルへの書き込みステップでは、複数のプロパティの現在値を CSV ファイルに保存できます。このステップ
は通常、プロパティが複数のテスト ケースで共有されている場合、またはテストが失敗した場合のデバッグに使用しま
す。既存のプロパティまたは新しいプロパティを対象にできます。既存のプロパティを別のプロパティ名で保存できま
す。

以下のフィールドに入力します。

• ファイル名
ファイルのパス名を入力するか、または［参照］ボタンを使用してファイルを参照します。

• エンコーディング
デフォルトの UTF-8 エンコーディングを使用するか、またはドロップダウン リストから代わりのエンコーディング
を選択します。［プラットフォームのデフォルト］を選択すると、JVM によってエンコーディングが選択されます。
これにより、マシン全体だけでなく、同一マシン上のすべての JVM にも変更を適用できます。
特定の文字エンコーディング（UTF-8 など）を選択することをお勧めします。

• BOM を含める
選択したエンコーディングがバイト オーダー マークを含んでいる場合、このチェック ボックスをオンにして、ファ
イルの先頭に BOM を含めることができます。

• 区切り文字
ファイルに使用する区切り文字を入力します。

• 行末
ドロップダウン リストからファイルの正しい行末文字を選択します。

• 書き込むプロパティ
［追加］

をクリックして行を追加します。次に、保存するプロパティ（ヘッダ）および対応する値（値）を入力します。プロ
パティのリストには、既存または新しいプロパティを含めることができます。既存のプロパティ（ヘッダ）を指定す
る場合、新しい値を指定してそれらの現在値を上書きできます。または、既存の値を使用することもできます。

上記の例の場合

• 最初の 2 つのプロパティは、変更なしで保存されています。
• 3 番目のプロパティは、新しい名前（ヘッダ）と日付で保存されています。
• 4 番目のプロパティは、その値として正規表現が使用されています

プロパティは、ファイルの最初の行が保存されているプロパティ名のセットである CSV ファイルに保存されます。2 番
目の行には、それぞれのプロパティに対応する値が含まれます。

NOTE
このステップは、テスト ケース間でデータを渡すために使用します。たとえば、最初のテストでは、銀行に
カスタマを追加して新しい口座番号のリストを返すと仮定します。それらの口座をファイルに書き込むことが
できます。2 番目のテストは、口座を取得して預け入れを行うことができます。2 番目のテストでは、データ
セットを使用して、最初のテストで作成されたファイルを読み取ります。

区切りファイルに書き込む場合は、以下の点に注意してください。Data ディレクトリは、両方のテストが再実
行をサポートしている場合にのみ、CSV ファイルの場所として使用できます。2 番目のテストが実行できるよ
うに、最初のテストを再実行して lads フォルダに CSV を作成する必要があります。テスト ケースまたはス
イートが実行されている間、lads ディレクトリには一時的にファイルが保存されます。

最初のテストを実行せずに 2 番目のテストを実行するには、project または MAR 以外の共通の場所にデータ
セットを置く必要があります。
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区切りファイルへの書き込みステップは、実行ごとに 1 つ（1 つのみ）のデータ行を書き込みます。例外は、最初の実行
でターゲット ファイルが存在しない場合です。ファイルが存在しない場合、選択されたエンコーディングのバイト オー
ダー マークに続いてキーが含まれる行が書き込まれます。

TIP

区切りファイルは、SV （カンマ区切り値）ファイルです。CSV ファイルでは二重引用符を使用してスペース
が含まれるフィールド値を区切るため、スペースを保持するために、Santa Claus のような値は “Santa Claus”
として保存されます。フィールド値に二重引用符が含まれる場合、パーサが違いを見分けられるように、二
重引用符は二重になります。たとえば、CSV フィールドが “Santa Claus” である場合、返される値は Santa
Claus になります。CSV フィールドが “”Santa Claus”” である場合、返される値は “Santa Claus” になりま
す。この二重引用符は、値を囲む区切り値であるだけではなく、値の##です。

JSON では、フィールドに { “firstName” : “Santa” } のような引用符があります。そのため、引用符は値の一
部であり（CSV ファイルの観点から）、従って、これらの引用符は “”firstName””,””Santa”” として保存されま
す。

区切りファイルへの保存ステップでは、コンテンツが JSON であることは予期されません。このステップで
は、ただ単に引用符を認識し、それらの引用符がフィールドの値の一部であると想定し、従ってそれらの引用
符を引用符で囲みます。

これを回避する方法の 1 つとしては、JSON を Base64 でエンコードし、その Base64 値を区切りファイルに
保存します。ファイルを読み取る場合、レコードの読み込み後に、値を Base64 でデコードして、元の JSON
に戻します。これは、JSON をデータ セットとして読み取る 1 つの方法です。JSON をファイルに保存するに
は、それをテキスト ファイル（区切りファイルではなく）に保存します。

区切りファイルへの書き込みステップのデフォルト名は、「#### <####> ############」です。

別のステップがデフォルトのステップ名を使用すると、 はこのステップ名に番号を追加して一意にします。ステップ名
は、いつでも変更できます。

 

ファイルからのプロパティの読み取り
ファイルからのプロパティの読み取りステップは、外部ファイルからプロパティを読み取るために使用します。

プロパティは 2 つの方法で読み取ることができます。

• 名前/値ペア
• XML タグ

以下のフィールドに入力します。

• ファイル名
ファイルのパス名を入力するか、または［参照］ボタンを使用してファイルを参照します。

• ファイル エンコーディング
デフォルトの UTF-8 エンコーディングを使用するか、またはドロップダウン リストから代わりのエンコーディング
を選択します。［自動検出］を選択して［検出］をクリックし、 にエンコーティング タイプを選択させることもでき
ます。［プラットフォームのデフォルト］を選択すると、JVM によってエンコーディングが選択されます。これによ
り、マシン全体だけでなく、同一マシン上のすべての JVM にも変更を適用できます。
特定の文字エンコーディング（UTF-8 など）を選択することをお勧めします。

• ファイル タイプ
ファイルのタイプ（名前/値ペアまたは XML タグ）を選択します。
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上記の図は、name がプロパティで Mary が name プロパティの値である名前/値ペア タイプのプロパティ ファイルを示
しています。

上記の図は、fname がプロパティで Sam が fname プロパティの値である XML タグ タイプのプロパティ ファイルを示
しています。

ファイルからのプロパティの読み取りステップには、「<#####> ###### ###（<#####> は入力または選択されたファイ
ルのリーフ名）」という命名規則を使用したデフォルトの名前があります。

別のステップがデフォルトのステップ名を使用すると、 はこのステップ名に番号を追加して一意にします。ステップ名
は、いつでも変更できます。

 

何も実行しないステップ
何も実行しないステップではパラメータを使用しません。また、どのようなアクションも実行しません。ただし、この
ステップにはアサーションを追加できるため、特定の状況で役立ちます。たとえば、スクリプト アサーションを使用し
て、迅速なカスタム アサーションの追加、数値または日付の比較、または複数の数値比較テストが行えます。

応答としてのテキストの解析
応答としてのテキストの解析ステップでは、最終応答として保存できるファイルからテキスト コンテンツを入力できま
す。コンテンツはプロパティに格納できます。エディタにテキストを入力または貼り付けるか、ファイルからロードでき
ます。

以下のフィールドに入力します。

• プロパティ キー
コンテンツを格納するプロパティの名前（オプション）。

• ファイルからロード
クリックしてファイルを参照します。そうでない場合は、テキストをエディタに入力するか貼り付けます。

これで、コンテンツのパラメータ化、フィルタ、およびコンテンツへのアサーションの追加を行えます。

結果のテキストを表示するには、［テスト］をクリックします。
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監査ステップ
監査ステップでは、現在のテスト ステップ、リモート テスト、または仮想サービスに監査ドキュメントを適用できま
す。

このステップにより、実行中に作成されるイベントによってモデルを検証できます。

ステップをクリックすると、そのエディタが表示されます。

• モード
このステップは 2 つのモードがあります。
– モニタの開始
– 監査文書の適用

モニタの開始モード

モニタの開始モードを選択する場合

• 監査ドキュメント
監査ドキュメントを入力または参照します。

• Target
監査ドキュメントの対象を選択します。
– このモデル： 現在のモデルに適用されます。
– テスト ラン： テスト ランに適用されます。
– 仮想サービス： 仮想モデルに適用されます。

• 環境エラーの場合
環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指定します。
デフォルト： テストを中止する。

監査文書の適用モード

監査文書の適用モードを選択する場合

• 監査が失敗した場合
監査が失敗した場合に実行されるステップを選択します。

• 環境エラーの場合
環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指定します。
デフォルト： テストを中止する。
 

Base64 エンコーダ ステップ
Base64 エンコーダ ステップは、Base 64 エンコーディング アルゴリズムを使用してファイルをエンコードするために
使用します。

結果は、テスト ラン全体で使用されるプロパティ ファイルに格納できます。

ステップをクリックすると、そのエディタが表示されます。

以下のフィールドに入力します。

• ファイル
エンコードするファイルの名前を入力するか、またはターゲットの場所を参照します。

• プロパティ キー
エンコードされたファイルを格納するプロパティの名前。このフィールドはオプションです。

• 環境エラーの場合
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環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指定します。
デフォルト： テストを中止する。

［ロード］をクリックして、エディタにファイルをロードします。

ここでは、必要に応じて、下部の［コマンド］メニューからフィルタまたはアサーション（または両方）を適用できま
す。

チェックサム ステップ
チェックサム ステップは、ファイルのチェックサムを計算し、プロパティにその値を保存できます。

以下のフィールドに入力します。

• ファイル
チェックサムを計算するファイルのパス名を入力するか、または参照します。

• プロパティ キー
チェックサム値を格納するプロパティの名前を入力します。

［ロード］をクリックします。

チェックサムが応答として表示されます。プロパティ名が入力されている場合、値はそのプロパティにあります。

これで、チェックサム値のフィルタとアサーションの追加を行えます。

XML をエレメント オブジェクトに変換
XML をエレメント オブジェクトに変換ステップは、RAW XML を以下のいずれかのタイプのオブジェクトに変換しま
す。

• メッセージ エレメント配列
• メッセージ エレメント
• DOM エレメント

このステップは、任意のタイプを取る Web サービス API があるときに厳密な処理を使用する場合に役立ちます。この
タイプの WSDL エレメントは、入力パラメータとしてメッセージ エレメント配列を必要とします。前のステップ（ファ
イルからの読み取りや応答としてのテキストの解析など）からの RAW XML をキャプチャし、プロパティに格納できま
す。そのプロパティは、このステップの入力パラメータになります。

前提条件： XML は、プロパティにすでに格納されている必要があります。

以下のフィールドに入力します。

• プロパティから XML をロード
XML が含まれるプロパティを入力します。このプロパティは、ユーザ定義のプロパティまたはビルトインの  プロパ
ティです。

• テキストとして処理
入力として、XML ではなくプレーン テキストを使用する必要がある場合に、このチェック ボックスをオンにしま
す。これをオンにすることにより、メッセージ エレメントにはプレーン テキストが含まれます。

各オプション ボタンをクリックして、利用可能なタイプからオブジェクトのタイプを選択します。

変換を実行するには、［テスト］をクリックします。

［テキストとして処理］チェック ボックスをオンにすると、以下の図のような結果が表示されます。［メッセージ エレ
メントの作成］、［DOM エレメントの作成］、および［WS オブジェクトのデシリアライズ］オプションは淡色表示さ
れます。 
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このオブジェクトが別のステップでパラメータとして必要な場合、このステップの応答を使用します。フィルタ内の応答
を保存するには、ステップ応答の格納フィルタを使用します。または、lisa.<ステップ名>.rsp として参照できます。

応答用の文字列比較ルックアップ
応答用の文字列比較ルックアップ ステップは、仮想サービスへの受信要求を検査し、適切な応答を決定するために使用
します。部分テキスト一致、正規表現などを使用して、受信要求に一致させることができます。

仮想 Web サービス HTTP レコーダを使用した場合、このステップは自動的に記録され、仮想サービスに追加されます。

ステップ エディタを開くには、ステップをクリックします。
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以下のフィールドに入力します。

• 一致対象テキスト
条件に一致させるテキストを入力します。この値は通常、LASTRESPONSE などのプロパティ参照です。

• 一致対象範囲
範囲の開始および終了を入力します。

• 一致が見つからない場合
一致が見つからない場合に実行するステップを選択します。

• 環境エラーの場合
環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指定します。
デフォルト： テストを中止する。

• 応答をテスト ケース ファイルに圧縮形式で格納します
デフォルトで選択されます。このオプションは、テスト ケース ファイルに応答を圧縮します。

• ケース応答エントリ
このテーブルでは、［追加］、［移動］、［削除］をクリックして、エントリを追加、移動、削除できます。テーブ
ルの列を以下に示します。
– 有効
エントリを追加する場合にデフォルトでオンになります。エントリを無視するにはオフにします。

– 名前
ケース応答エントリの一意の名前を入力します。

– 遅延仕様
遅延仕様の範囲を入力します。デフォルトは 1000-10000 です。これは、1,000 から 10,000 ミリ秒のランダムに
選択された遅延時間が使用されることを示します。（構文は、反応時間仕様と同じ形式です。）

– 条件
この領域には、エントリが［一致対象テキスト］フィールドに一致する場合のこのステップの応答が表示されま
す。条件を編集するには、［条件］列領域で適切な行を選択し、条件リストに別の設定を入力します。続く行を更
新するには、［入力］をクリックします。

– 比較タイプ
リストから比較タイプのオプションを選択します。
• 文字列内の検索（デフォルト）
• 正規表現
• 前方一致
• 後方一致
• 完全一致
正規表現の基準の詳細については、正規表現ページを参照してください。

– 応答
エントリのステップ応答を更新できます。

• 条件
エントリの条件文字列を更新します。

• 応答
この領域には、エントリが［一致対象テキスト］フィールドに一致する場合のこのステップの応答が表示されます。
応答を編集するには、［ケース応答エントリ］領域で適切な行を選択し、［応答］リストに異なる設定を入力しま
す。上記の行でそれを更新するには、［入力］をクリックします。

次のステップ用の文字列比較ルックアップ
次のステップ用の文字列比較ルックアップ ステップは、受信要求を検査し、適切な次のステップを決定するために使用
します。部分テキスト一致、正規表現などを使用して、受信要求に一致させることができます。各一致条件では、一致が
検出された場合の転送先ステップ名を指定します。
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JDBC データベース トラフィック レコーダを使用した場合、このステップは自動的に記録され、仮想サービスと照合さ
れます。

ステップ エディタを開くには、ステップをクリックします。

以下のパラメータを入力します。

• 一致対象テキスト
条件に一致させるテキストを入力します。この値は通常、LASTRESPONSE などのプロパティ参照です。

• 一致対象範囲
範囲の開始および終了を入力します。

• 一致が見つからない場合
一致が見つからない場合に実行するステップを選択します。

• 環境エラーの場合
環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指定します。
デフォルト： テストを中止する。

• 次のステップのエントリ
エントリを追加するには、［追加］をクリックします。エントリを移動または削除するには、［移動］および［削
除］を使用します。エントリを検索するには、［検索］フィールドにテキストを入力します。
次のステップのエントリの列は、以下のとおりです。
– 有効
エントリを追加する場合にデフォルトでオンになります。エントリを無視するにはオフにします。

– 名前
次のステップのエントリの一意の名前を入力します。

– 遅延仕様
遅延仕様の範囲を入力します。デフォルトは 1000-10000 です。これは、1,000 から 10,000 ミリ秒のランダムに
選択された遅延時間が使用されることを示します。構文は、反応時間仕様と同じ形式です。

– 条件
この領域は、［一致対象テキスト］フィールドと比較する条件を定義します。

– 比較タイプ
以下の 5 つのオプションから選択します。
• 文字列内の検索（デフォルト）
• 正規表現
• 前方一致
• 後方一致
• 完全一致
正規表現の基準の詳細については、正規表現ページを参照してください。

• 次のステップ
ステップ名。

• 条件
エントリの条件文字列を更新します。

正規表現

正規表現を使用して、仮想サービスへの受信要求を一致させることができます。

比較タイプ オプション - 正規表現

正規表現は、［比較タイプ］のオプションの 1 つです。

［正規表現］オプションを使用すると、式は文字列全体と一致しますが、部分文字列には一致しません。このオプション
は、パターンの最初に ^、パターンの最後に $ が暗黙的に追加されます。
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正規表現機能については、以下の例を参照してください。

パターン： (a123)

テキスト： a123b

パターン (a123) は一致しません。式を含む部分文字列のみが一致し、文字列全体は一致しないためです。

正規表現ヘルパー

正規表現ヘルパー機能は、指定したパターンがテキストと一致した回数をカウントします。［正規表現ヘルパー］
は、［ヘルプ］ - ［正規表現ヘルパー］から使用できます。

この機能はパターンをチェックし、パターンに一致する部分文字列を見つけた場合でも「true」を返します。

正規表現ヘルパー機能については、以下の例を参照してください。

パターン： (a123)

テキスト 1： a123b

例 (a123) は、部分文字列が一致しているため、パターンと一致します。
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NOTE

正規表現ヘルパーの目的は、［比較タイプ オプション - 正規表現］とは異なり、異なる結果となる場合があり
ます。

電子メールの送信
電子メールの送信ステップでは、テスト ケースから電子メール通知を送信できます。

以下のフィールドに入力します。

• 接続
SMTP メール サーバへの接続パラメータが含まれるアセットを指定します。ドロップダウン リストから接続を選択
します。アセットを追加するには、［新規アセットの追加］をクリックします。

• 開始
電子メール送信者を示します。電子メール アドレスまたはプロパティを入力します。

• 終了
電子メール受信者を示します。複数の受信者に送信するには、電子メール アドレスの間にカンマを使用します。プロ
パティ、またはプロパティのリストを使用することもできます。
例：
 {{Ops_email}},{{QA_email}},InfoTechnology@company.com
 

• Cc
第 2 の電子メール受信者を示します。複数の受信者に送信するには、電子メール アドレスの間にカンマを使用しま
す。プロパティ、またはプロパティのリストを使用することもできます。

• Bcc
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第 3 の電子メール受信者を示します。複数の受信者に送信するには、電子メール アドレスの間にカンマを使用しま
す。第 3 の受信者が、その他の受信者によって特定されることはありません。プロパティ、またはプロパティのリス
トを使用することもできます。

• サブジェクト
電子メールの件名を指定します。［件名］フィールドには、プロパティ（複数可）を使用できます。

• メッセージ
電子メールの本文を指定します。HTML がサポートされます。電子メール本文でプロパティとしてバッファ済みイ
メージを使用すると、イメージはメッセージに埋め込まれます。［メッセージ］フィールドには、プロパティ（複数
可）を使用できます。

• 添付
電子メールへの添付ファイルのリストが表示されます。［追加］

、［参照］の順にクリックして、電子メールに添付するファイルの名前とパスを指定します。
• 環境エラーの場合
環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指定します。
デフォルト： テストを中止する

電子メール接続をテストするには、［テスト メールの送信］をクリックします。

電子メールの送信ステップには、「############」という命名規則を使用したデフォルトの名前があります。

別のステップがデフォルトのステップ名を使用すると、 はこのステップ名に番号を追加して一意にします。ステップ名
は、いつでも変更できます。

外部サブプロセス ステップ
以下のステップは外部/サブプロセス カテゴリで使用できます。

外部コマンドの実行
外部コマンドの実行ステップでは、外部プログラム（オペレーティング システム スクリプト、オペレーティング システ
ム コマンド、実行可能ファイルなど）を実行し、そのコンテンツをフィルタまたはアサーションを作成するためにキャ
プチャできます。

外部プログラムの構文は、オペレーティング システムによって異なります。

以下のパラメータを入力します。

• ディレクトリから実行
外部コマンドが実行される場合に、カレント ディレクトリと見なされるディレクトリ。 は、テストを実行している
システムにディレクトリが存在しない場合に、ディレクトリを作成します（ファイル システムの権限が必要です）。
ディレクトリが存在せず、作成できない場合、ステップは失敗します。

• タイム アウト（秒）
［On Time Out Execute］で定義されたステップへの転送までの待機時間。

• タイムアウトの場合
タイムアウト値までに外部コマンドの実行が完了しない場合に実行されるステップ。

• 環境エラーの場合
環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指定します。
デフォルト： テストを中止する。

• 出力エンコーディング
デフォルトの UTF-8 エンコーディングを使用するか、またはドロップダウン リストから代わりのエンコーディン
グを選択します。エンコーディング タイプが自動的に選択されるように、［自動検出］を選択することもできま
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す。［プラットフォームのデフォルト］を選択すると、JVM によってエンコーディングが選択されます。これによ
り、マシン全体だけでなく、同一マシン上のすべての JVM にも変更を適用できます。
特定の文字エンコーディング（UTF-8 など）を選択することをお勧めします。

• プロパティを許可
このチェック ボックスは、プロパティが以下の 4 つのパラメータを許可するかどうかを決定します。このオプション
により、コマンド エディタ インターフェースの外観が変更されます。
［プロパティを許可］チェック ボックスがオフの場合には、5 つのチェック ボックスを利用できます。ここでの選択
は、パラメータを選択するかしないかだけです。

• 完了まで待機
このチェック ボックスをオンにすると、ステップは実行が完了するまで待機するので、結果をフィルタまたはアサー
トできます。このチェック ボックスをオフにした場合、フィルタおよびアサーションは実行されます。ただし、実行
したコマンドの結果を待たずに実行されます。

• テスト終了時に強制終了
［完了まで待機］チェック ボックスがオフの場合に、このチェック ボックスをオンにすると、テスト ケースの終了
後には、プロセスが強制終了されます。このパラメータは、テスト ケースの実行中にプロセスを実行して、その後に
プロセスをシャット ダウンします。プロパティには、起動されたコマンドのプロセス ID が含まれます。

• プロセス生成
コマンドを実行するオペレーティング システムに、プロセスを作成します。このパラメータは以下の場合に役立ちま
す。
– バックグラウンドで長時間実行されるプロセスが必要な場合
– 新しい環境変数セットが設定され、 が設定したものが環境に含まれないようにする必要がある場合

• シェルで実行
システム シェルのコマンド ラインのコンテンツを実行します。出力ストリームをファイルまたはその他のコマン
ドにリダイレクト（パイプ）するようなシェル プロセス機能を使用する必要がある場合、このオプションが必要で
す。システムに応じて、このオプションは dir や ls などのシステム コマンドを実行するために必要な場合がありま
す。Windows オペレーティング システムの場合は、このチェック ボックスをオンにする必要があります。

• 環境変数に追加
環境変数を定義するステップで、 はこれらの変数のみを定義する環境を作成する代わりに、変数を既存の環境に追加
します。

［プロパティを許可］チェック ボックスをオンにすると、前述の機能と同じ機能を持つプルダウン メニューが表示され
ますが、各パラメータはプロパティになります。

• コマンド ライン
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外部コマンドは、通常、シェル スクリプトまたはバッチ ファイルとして記述されている単一のコマンドです。［シェ
ルで実行］オプションもオンにした場合、複数のコマンドを実行できます。コマンド文字列は、実行しているオペ
レーティング システムで有効である必要があります。

• 環境変数
既存の環境変数を新しい環境変数で上書きすることができます何も入力しない場合は、既存の環境変数がコマンドで
使用されます。環境変数を定義する場合、 の起動に使用された環境変数の代わりに、新しい変数セットが使用されま
す。

• 終了コード
テストの結果が、完了したプロセスの終了コードに基づいたものになります。プロセスがこのコードで終了する場
合、実行するステップに対応する終了コードのカンマ区切り文字列を入力します。

コマンドをテストするには、［実行］をクリックします。

これで、コンテンツのフィルタおよびコンテンツへのアサーションの追加を行えます。

外部コマンドの実行ステップには、#### ##########という規則による、デフォルトの名前があります。

別のステップがデフォルトのステップ名を使用すると、 はこのステップ名に番号を追加して一意にします。ステップ名
は、いつでも変更できます。

 

ファイル システム スナップショット
ファイル システム スナップショット ステップでは、オペレーティング システムに依存しない形式でディレクトリ内の
ファイルをリストできます。

単一のファイル、ディレクトリ内のすべてのファイル、またはディレクトリ ツリーのすべてのファイルをリストできま
す。

ステップ エディタを開くには、ステップをクリックします。

以下のパラメータを入力します。

• ディレクトリから実行
パス名を入力するか、ファイルまたはディレクトリを参照します。

• サブディレクトリ再帰
サブディレクトリを含む完全なディレクトリ ツリーが必要な場合は選択します。

• ファイル サイズを含める
ファイル サイズをリストする場合に選択します。

• 日/時間を含める
最終変更日をリストする場合に選択します。

• 環境エラーの場合
環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指定します。
デフォルト： テストを中止する。

ファイル システムのスキャンを実行および開始するには、［今すぐ実行］をクリックします。

これで、コンテンツのフィルタおよびコンテンツへのアサーションの追加を行えます。

サブプロセスの実行
サブプロセスの実行ステップでは、単一のステップとしてサブプロセス テスト ケースをコールすることができます。

このステップは、サブプロセスをコールして出力を受け取るために使用します。このステップは、通常、特定の機能が多
数のテスト ケースで実行される場合に使用します。たとえば、特定の検証がいつも同じように動作する場合には、検証
サブプロセスを作成して、別のテスト ケースに追加できます。
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詳細については、「サブプロセスの作成」を参照してください。

以下のフィールドに入力します。

• サブプロセス
プルダウン メニューからサブプロセスを選択します。

• プロパティの完全展開
パラメータにネストされたプロパティがある場合、サブプロセスに送信する前にプロパティを完全に展開します

• HTTP Cookie を送信
選択すると、サブプロセスに Cookie が転送されます。

• HTTP Cookie を取得
サブプロセスから HTTP Cookie を取得します。

• 環境エラーの場合
環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指定します。
デフォルト： テストを中止する。

サブプロセスの［ドキュメント］領域に入力されたドキュメントが表示されます。

［サブプロセスのパラメータ］パネルには、サブプロセスが必要とするパラメータのリストが含まれます。これらのキー
および値は、現在のテスト ケースに存在する必要があります。必要に応じて、［値］列を編集し、正しい値を入力しま
す。

［結果プロパティ］パネルには、サブプロセスで生成されるすべてのプロパティがリスト表示されます。サブプロセス
から返されるプロパティを選択します。これらのプロパティはテスト ケースで使用されます。戻り値は複数使用できま
す。

このステップは、実行時に単一ステップとして実行されているように見えます。対話型テスト実行（ITR）ユーティリ
ティには、ステップ実行時に起動されたイベントが表示されます。イベントの短い名前は、現在のステップの名前と、イ
ベントが起動されたサブプロセス ステップの名前を組み合わせます。

アサーションがサブプロセスでトリガされると、該当するイベントが、対話型テスト ラン（ITR）ユーティリティの［テ
スト イベント］タブに表示されます。

デフォルトのサブプロセスの実行ステップは、###### #######という規則を使用します。ステップ名は、いつでも変更
できます。

JUnit テスト ケース スイートの実行
JUnit テスト ケース/スイートの実行ステップにより、JUnit テスト ケースまたは JUnit テストスイートを  ステップで実
行できます。JUnit テストが成功すると、テスト ステップが成功します。失敗の後、別のテスト ステップにリダイレク
トできます。

前提条件： JUnit テストがクラスパスに存在する必要があります。それをホット デプロイ ディレクトリにドロップしま
す。

以下のフィールドに入力します。

• テスト クラス
JUnit テスト クラスまたはテスト スイート クラスのパッケージ名を入力します。［参照］ボタンを使用して、クラス
パスを参照できます。この方法で、クラスがクラスパスに存在することも確認します。

• 環境エラーの場合
JUnit テストが失敗した場合にリダイレクトするステップを選択します。

クラス ファイルをロードするには、［ロード］をクリックします。クラス ツリーが左側のパネルに表示されます。

JUnit テストを実行するには、［実行］をクリックします。標準の JUnit 結果が右側のパネルに表示されます。

JUnit テスト ケース スイート ステップには、「JUnit ### ### #### ### ####」という命名規則を使用したデフォルトの
名前があります。
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別のステップがデフォルトのステップ名を使用すると、 はこのステップ名に番号を追加して一意にします。ステップ名
は、いつでも変更できます。

 

 

ファイルの読み取り（ディスク、URL、またはクラスパス）
ファイルの読み取り（ディスク、URL、またはクラスパス）ステップは、ファイル システム、URL、またはクラスパス
からファイルを読み取ります。

ファイルは、テスト用のソース データとして使用されます。このステップは、ファイル名セットのロード データ セット
と組み合わせることで、テスト用のソース データを提供できます。

テキスト ファイルまたはバイナリ ファイルを読み取ることができます。ファイルのコンテンツは、必要に応じてプロパ
ティに格納できます。

以下のフィールドに入力します。

• ファイル
パス名、URL、またはクラスパスを入力するか、［参照］ボタンを使用してファイルを参照します。

• ファイル エンコーディング
デフォルトの UTF-8 エンコーディングを使用するか、またはドロップダウン リストから代わりのエンコーディング
を選択します。［自動検出］を選択して［検出］をクリックし、 にエンコーディング タイプを選択させることもでき
ます。［プラットフォームのデフォルト］を選択すると、JVM によってエンコーディングが選択されます。これによ
り、マシン全体だけでなく、同一マシン上のすべての JVM にも変更を適用できます。
特定の文字エンコーディング（UTF-8 など）を選択することをお勧めします。

• プロパティ キー
ファイルのコンテンツを格納するプロパティ名を入力します（オプション）。

• byte[] としてロード
バイトの配列としてコンテンツをロードするには、このチェック ボックスをオンにします。この機能は、Web サー
ビス実行パラメータで binaryData 型として使用されるファイルを入力する場合に役立ちます。

• メモリ内のキャッシュ ファイル
メモリ リークを回避するために、キャッシュがフラッシュされるときに指定するサイズと期間を調整します。
ファイルの最大サイズは、デフォルトでは 20 MB ですが、FileNode.cache.max.size.mb プロパティを使用してサイ
ズを調整することができます。
30 分間、キャッシュされたエントリがアクティブでない場合は、そのエントリがキャッシュから削除されます。デ
フォルトは 30 分ですが、FileNode.cache.duration.mins を調整して時間を変更することができます。

• 環境エラーの場合
ファイルの読み取りテストが失敗した場合にリダイレクトするステップを選択します。

• 文字として表示
このチェック ボックスをオンにしない場合、コンテンツは 16 進エンコード バイトとして表示されます。このチェッ
ク ボックスは、［byte[] としてロード］チェック ボックスがオンになっている場合にのみ表示されます。

ファイルをロードおよび表示するには、［ロード］をクリックします。これで、コンテンツのフィルタおよびコンテンツ
へのアサーションの追加を行えます。

NOTE
バイナリ ファイルをロードする際にバイトとしてロードすることを選択しない場合、 はデータを文字（大部分
は判読不能）に変換します。また、ステップ応答は文字列です。

ファイルの読み取りステップには、「######## [set the File Name variable]」という命名規則を使用したデフォルトの名
前があります。

別のステップがデフォルトのステップ名を使用すると、 はこのステップ名に番号を追加して一意にします。ステップ名
は、いつでも変更できます。
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外部 - FTP ステップ
FTP ステップでは、FTP プロトコルを使用してファイルを送受信できます。FTP 情報、ユーザ名、およびユーザ パス
ワードを入力した後、ファイルをアップロードまたはダウンロードできます。

FTP ステップ エディタ ウィンドウを左にドラッグして、［今すぐ実行］ボタンを表示することができます。

以下のフィールドに入力します。

• ホスト
FTP サーバのホスト名を入力します（プロトコルなし）。

• ポート
FTP サーバ アクセス用のポートを入力します。ポートはオプションです。デフォルトのポートは 21 です。

• ユーザ
FTP サーバ アクセス用のユーザ ID を入力します。

• パスワード
FTP サーバ アクセス用のパスワードを入力します。

• 方向
データ フローが、アップロードかダウンロードかを示します。

• モード
パッシブ FTP またはアクティブ FTP を指定します。あるいは、パッシブまたはアクティブを示すプロパティを入力
します。

• 転送タイプ
ファイル転送タイプ（バイナリまたは ASCII）を選択します。あるいは、バイナリまたは ASCII を示すプロパティを
入力します。

• ホスト パス
ソース ファイルのパス（FTP サーバまたはローカル コンピュータのいずれか）を入力します。

• ローカル パス
送信先ファイルのパス（FTP サーバまたはローカル コンピュータのいずれか）を入力します。

NOTE
［ホスト パス］はリモート コンピュータ上のファイルのパスです。常に［ローカル パス］は、 を実行して
いるローカル コンピュータ上のファイルへのパスです。ファイルをアップロードする場合は、［ローカル
パス］から［ホスト パス］にファイルをアップロードします。ファイルをダウンロードする場合は、［ホス
ト パス］から［ローカル パス］にファイルをダウンロードします。

• 環境エラーの場合
環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指定します。
デフォルト： テストを中止する。

送信/受信アクションを開始するには、［今すぐ実行］をクリックします。

ダウンロードからの応答はファイル自体です。成功したアップロードからの応答は「success」という文字列です。

NOTE
同じ名前のファイルが存在する場合、警告メッセージなしで上書きされます。

FTP ステップには、「FTP ###put ### get# ####」（例： FTP get ftp.download.com）という命名規則を使用したデ
フォルトの名前があります。ステップ名は、いつでも変更できます。

JMS メッセージング ステップ
以下のステップは JMS メッセージング カテゴリで使用できます。
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JMS メッセージング（JNDI）（廃止）
NOTE

このステップは廃止されました。新しいテストおよび仮想サービスを作成するには、以下を参照してくださ
い。

• JMS クライアント アセット
• JMS 送信/受信ステップ

JMS メッセージング （JNDI）ステップでは、トピックおよびキューに対してメッセージを送受信できます。また、既存
のメッセージを受信、変更、転送できます。使用可能なキューおよびトピックのリストは、JNDI を使用して参照できま
す。 が読み取ることができるクライアント ライブラリを提供します。

空、テキスト、オブジェクト、バイト、メッセージ、マップ済み（拡張）など、一般的なメッセージ タイプがすべてサ
ポートされています。

JMS メッセージング （JNDI）ステップは、メッセージング要件にかかわらず、単一のエディタを使用して設定されま
す。入力オプションはメッセージング要件によって異なります。エディタは有効な設定のみを許可します。そのため、一
部の機能を有効にすると、その他の機能が非アクティブになる場合があります。

JMS メッセージング（JNDI）ステップには、「JMS ###### #### ######」という命名規則を使用したデフォルトの名
前があります。パブリッシュ キュー名がない場合、デフォルトのステップ名は「JMS ####### #### #######」です。

別のステップがデフォルトのステップ名を使用すると、 はこのステップ名に番号を追加して一意にします。ステップ名
は、いつでも変更できます。

前提条件

このアプリケーションで DevTest を使用するには、1 つ以上のファイルを DevTest で使用できるようにする必要があり
ます。詳細については、「Third-Party ファイル要件」を参照してください。

パラメータ要件： このステップには、テスト中のアプリケーションで使用される接続パラメータ、およびキューまたは
トピック名が必要です。環境に応じて、その他のパラメータが必要となる場合があります。これらのパラメータは、ア
プリケーション開発者から入手します。ほとんどの場合、これらの必須パラメータの一部を取得するために、サーバ リ
ソースを参照できます。

examples プロジェクトの jms.tst テスト ケースには、このセクションで説明するステップが示されています。

jms.tst テスト ケースは、JMS のパブリッシュ/サブスクライブ ステップを使用して、メッセージの送信および一時
キューのリスンを行います。サーバ上の メッセージ駆動型 Bean （MDB）は、メッセージを処理し、一時キューのメッ
セージをドロップします。メッセージ タイプはテキストです。メッセージは、XML エレメントにプロパティを動的に挿
入することにより作成される XML ペイロードです。プロパティは order_data データ セットから読み取られます。応答
メッセージを受信すると、JMS メッセージからの XML がプロパティに格納されます。次のステップは、順番（ID）を
検証するアサーションを実行します。この確認で true をアサートした後、既存のメッセージ オブジェクトは変更され、
メッセージは別の JMS 送信先に送信されます。

jms.tst テスト ケースは、メッセージが複数のメッセージング サービス バックボーンを介して送受信される場合に、
メッセージをリスンおよびインターセプトする方法を示します。お使いのコンピュータ上のデモ サーバに対してこのテ
スト ケースを実行できます。アプリケーション バックエンドはそこで使用可能です。

JMS メッセージング（JNDI）ステップ エディタには以下のタブが含まれます。

• ［ベース］タブでは、接続およびメッセージング パラメータを定義します。
• ［セレクタ クエリ］タブでは、キュー上のメッセージをリスンする場合に実行されるセレクタ クエリを指定できま
す。

• ［メッセージ データの送信］タブでは、メッセージ コンテンツを作成します。
• ［応答メッセージ］タブでは、応答メッセージを POST します。
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［ベース］タブ

［ベース］タブでは、接続およびメッセージング パラメータを定義します。

以下の図は、［ベース］タブを示しています。このタブは、以下のセクションで構成されています。

• サーバ接続情報
• サブスクライバ情報
• 返信先情報
• パブリッシャ情報
• エラー処理およびテスト

［サブスクライバ情報］、［パブリッシャ情報］、および［返信先情報］を有効および無効にするには、各セクションの
左上隅にある［有効］チェック ボックスを使用します。このオプションにより、ステップをパブリッシュ ステップ、サ
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ブスクライブ ステップ、またはその両方に設定できます。また、オンにすると、ステップに JMS の返信先コンポーネン
トを含めることもできます。

テスト ステップの設定が完了したら、［エラー処理およびテスト］セクションの［テスト］をクリックして設定をテス
トします。

サーバ接続情報

［ベース］タブの［サーバ接続情報］セクションに JNDI 情報を入力します。

テスト中のアプリケーションの変更を容易にするには、これらの値を設定内のプロパティでパラメータ化します。上記の
図は、この方法の例を示しています。

テスト中のシステムに対して、以下のパラメータを使用できます。

• JNDI ファクトリ クラス
JNDI プロバイダのコンテキスト ファクトリの完全修飾クラス名。

• JNDI サーバ URL
JNDI サーバに接続するための URL。URL の形式は、使用されている特定の JNDI プロバイダによって異なります。

• JMS 接続ファクトリ
［検

索］を使用して、サーバ上の利用可能なリソースを参照します。JMS 仕様に従って、このステップの実行に使用する接続
ファクトリを選択または入力します。

プルダウン メニューには、これらの値の一般的な例またはテンプレートが含まれます。

ユーザおよびパスワードはオプションとなる場合があります。

• ユーザ
JNDI プロバイダに接続し、接続ファクトリのハンドルを取得するためのユーザ名。

• パスワード
JNDI プロバイダに接続し、接続ファクトリのハンドルを取得するためのパスワード。

• ［セッションの共有］および［パブリッシャの共有］
テスト ケース全体で JMS セッションおよびパブリッシャを共有するには、これらのチェック ボックスを使用しま
す。この方法はオーバーヘッドを低減できますが、通常、JMS クライアントがリソースを解放するため、現実的なシ
ミュレーションとなるとは限りません。［パブリッシャの共有］チェック ボックスをオンにすると、［セッションの
共有］チェック ボックスもオンになります。セッションを共有しなければ、パブリッシャを共有できません。これら
のパラメータの詳細については、「Deliberate Delays in VSE」ナレッジ ベース記事を参照してください。

• すべて停止
設計時にすべてのリスナを停止します。一部のリスナは切り離すことができますが、引き続きメッセージを処理しま
す。メッセージを処理する場合は、テスト ケースを作成することは困難です。

• 詳細
接続情報と一緒に送信されるカスタム プロパティを追加でき、第 2 レベルの認証を設定できるパネルを表示します。

NOTE
［サーバ接続情報］セクションの［ユーザ］および［パスワード］フィールドは、JNDI プロバイダに接続し
て接続ファクトリのハンドルを取得するためのものです。［第 2 レベル認証］タブの［ユーザ］および［パス
ワード］フィールドは、実際の JMS 接続のハンドルを取得するためのものです。

パブリッシャ情報

メッセージを送信する機能を設定するには、［有効］チェック ボックスをオンにします。

メッセージを送信する場合にコミットを実行するには、［トランザクションの使用］チェック ボックスをオンにしま
す。
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以下のパラメータを入力します。

• 名前
トピックまたはキューの名前。［検

索］を使用して、JNDI サーバでトピックまたはキュー名を参照します。

• タイプ
トピックまたはキューを使用する場合に選択します。どのメッセージがキュー（の
み）で処理されるのを待機しているかを確認するには、このフィールドの右にある［参

照］を使用します。
• メッセージ
送信するメッセージのタイプを選択します。サポートされているタイプは、［なし］、［テキスト］、［オブジェク
ト］、［バイト］、［メッセージ］、および［マップ済み（拡張）］です。

• 詳細
メッセージ ヘッダの編集とメッセージ プロパティの追加を行えるパネルを表示します。

サブスクライバ情報

メッセージを受信する機能を設定するには、［有効］チェック ボックスをオンにします。

以下のパラメータを入力します。

• 名前
トピックまたはキューの名前。［検

索］を使用して、JNDI サーバでトピックまたはキュー名を参照します。

• タイプ
トピックまたはキューを使用するかどうか、および同期または非同期モードでリスンするかどうか
を選択します。非同期モードでは、［非同期キー］フィールドにもエントリが必要です。どのメッ
セージがキューで処理されるのを待機しているかを確認するには、このフィールドの右にある［参

照］をクリックします。
• タイムアウト (秒)
メッセージの待機中に中断するまでの時間。タイムアウトを指定しない場合は 0 とします。

• 非同期キー
非同期メッセージを識別するために必要な値。このフィールドは非同期モードにのみ必要です。このフィールドは、
非同期メッセージを取得するために後続のメッセージ コンシューマ ステップで使用されます。

• 持続セッション キー
ここで名前を入力することによって、持続セッションを要求します。また、そのセッションのキーも指定します。持
続セッションでは、ログアウトした後に再度ログインしても、トピックからのメッセージをすべて受信できます。

• セッション モード
使用できるオプションは以下のとおりです。
– 自動確認応答： 受信した JMS メッセージを JMS クライアント ライブラリがすぐに確認します。
– クライアント確認応答： JMS クライアントは明示的に JMS メッセージを確認する必要があります。
– トランザクションの使用： JMS セッションはトランザクションで動作します。確認応答モードは無視されます。
– 自動（重複 OK）： JMS クライアント ライブラリは不定期で自動的に確認します。結果として、JMS プロバイダ
が配信を再試行する前に自動確認応答が到着しない場合、重複したメッセージを受信する可能性があります。
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［自動確認応答］、［クライアント確認応答］、［自動確認応答（重複を許可）］には、実質的な違いはありません。
［クライアント確認応答］では、受信した各メッセージは受信時にすぐ確認されます。違いは、JMS クライアント ラ
イブラリに実行させる代わりに、確認応答コールが明示的に作成されるという点だけです。［自動確認応答（重複を許
可）］では、高負荷の場合以外は、［自動確認応答］と動作は同じです。

［トランザクションの使用］オプションは、厳密には確認応答モード設定ではありません。このオプションは、以下の 2
つの理由でリストに含まれています。

• JMS セッションがトランザクションで動作している場合、確認応答モードは無視されます。メッセージは、セッショ
ンのトランザクションをコミットすることによって確認されます。

• ［トランザクションの使用］モードは、現在も JMS からのメッセージの配信の保証を制御する方法です。メッセージ
が受信され、セッション トランザクションがコミットされない場合、確認されなかった場合と同じように、メッセー
ジが再送信されます。
– 一時キュー/トピックを使用する

JMS プロバイダに一時キュー/トピックを設定させる場合は、このチェック ボックスをオンにします。一時キュー/
トピックが使用される場合、 は一時キュー/トピックに送信するメッセージの JMS ReplyTo パラメータを自動的
に設定します。返信を送信できるように、一時キュー/トピック機能とパブリッシャを常に一緒に使用する必要が
あります。一時キュー/トピックを使用する場合、［返信先］セクションは無効です。

– ペイロードを最終応答にする
ペイロード応答を最終応答にするには、このチェック ボックスをオンにします。

返信先情報

送信先キュー/トピックを設定するには、［有効］チェック ボックスをオンにします。

アプリケーションが送信先を必要とする場合、このセクションで設定されます。

以下のパラメータを入力します。

• 名前
トピックまたはキューの名前。［検

索］を使用して、JNDI サーバでトピックまたはキュー名を参照します。

• タイプ
トピックまたはキューを使用する場合に選択します。どのメッセージがキュー（の
み）で処理されるのを待機しているかを確認するには、このフィールドの右にある［参

照］を使用します。

エラー処理およびテスト

エラーが発生した場合、［エラー処理およびテスト］セクションはステップにリダイレクトします。

• 環境エラーの場合
環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指定します。
デフォルト： テストを中止する。

ステップ設定をテストするには、［テスト］をクリックします。

［セレクタ クエリ］タブ

［セレクタ クエリ］タブでは、JMS セレクタ クエリを入力できます。構文は SQL に準拠しています。このクエリは
SQL92 のサブセットです。
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JMS セレクタ クエリは、パブリッシュされたメッセージに対する応答であるキュー上のメッセージをリスンする場合に
指定できます。

以下の図は、元のメッセージで送信された lisa.jms.correlation.id プロパティに一致する JMSCorrelationID を検索する
クエリを示しています。

［メッセージ データの送信］タブ

ステップがパブリッシュのために設定されている場合、［メッセージ データの送信］タブでメッセージを作成できま
す。

テキストを入力するか、［ファイルからメッセージを読み取り］をクリックしてファイルから読み取ることができます。
また、プロパティにテキストを格納できます。その場合、エディタにプロパティ（例： {{プロパティ名}}）を配置しま
す。

以下の図は、プロパティを持った XML フラグメントを示しています。プロパティを使用すると、テストの実行時にメッ
セージを動的に作成することができます。

［応答メッセージ］タブ

ステップがサブスクライブのために設定されている場合、［ベース］タブの［テスト］をクリックすると、応答が［応答
メッセージ］タブに表示されます。

このタブには、返されるオブジェクトの複合オブジェクト エディタが表示されます。返されるオブジェクトは、アプリ
ケーション サーバのタイプによって異なります。メッセージ自体に加えて、返されるすべての JMS パラメータにアクセ
スできます。オブジェクトは、オブジェクトをその他の Java オブジェクトのように操作できる複合オブジェクト エディ
タにロードされます。

以下の図は、JBoss オブジェクトからのテキスト応答を示しています。
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JMS メッセージング - メッセージ コンシューマ（廃止）
NOTE

このステップは廃止されました。新しいテストおよび仮想サービスを作成するには、以下を参照してくださ
い。

• JMS クライアント アセット
• JMS 送信/受信ステップ

メッセージ コンシューマ ステップでは、テスト ケースで非同期メッセージを処理できます。このステップは既知の
キューまたはトピックに接続でき、このサブスクライバに対してメッセージを POST できます。一意のキーでユーザを
識別します。キューまたはトピックをすでにサブスクライブしており、メッセージがその送信先にプッシュされている必
要があります。
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前提条件： サンプル テスト ケースを実行するには、デモ サーバが実行されている必要があります。 

パラメータ要件： テスト中のアプリケーションで使用されているキューまたはトピックについての知識。

メッセージ コンシューマ ステップには、「####### ########」という命名規則を使用したデフォルトの名前がありま
す。キュー名を入力する前のデフォルトのステップ名は、「非同期 JMS」です。

別のステップがデフォルトのステップ名を使用すると、 はこのステップ名に番号を追加して一意にします。ステップ名
は、いつでも変更できます。

このセクションで説明されていることを示す、examples プロジェクトの async-consumer-jms.tst テスト ケースを確認
してください。以下の図は、async-consumer-jms.tst テスト ケースを示しています。 

  

create-consumer ステップは、非同期キー（EXAMPLE-ASYNC-WRAPPER）を使用して、非同期メッセージ（topic/
testTopic）をサブスクライブします。send-message ステップは、キュー（queue/C）に対してメッセージをパブリッ
シュします。パブリッシュされるメッセージの数は、データ セット（counterA）を使用して制御されます。メッセー
ジ コンシューマ ステップには、create-consumer ステップによってサブスクライブされたメッセージを処理する非同期
キュー（EXAMPLE-ASYNC-WRAPPER）があります。処理されるメッセージの数は、データ セット（DataSetB）を使
用して制御されます。

NOTE
create-consumer および consumer ステップで指定されている非同期キーは、一致する必要があります。

以下の図は、このステップのサブスクライバ セクションの例を示しています。

  

メッセージをリスン（サブスクライブ）する機能を設定して有効にするには、［有効］チェック ボックスをオンにしま
す。
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非同期トピックが［タイプ］フィールドで指定され、［非同期キー］パラメータが定義されていることに注目してくださ
い。このキーは、このステップの入力として必要です。

以下の図は、このステップのパブリッシャ セクションの例を示しています。

  

メッセージを送信（パブリッシュ）する機能を設定するには、［有効］チェック ボックスをオンにします。メッセージ
を送信する場合にコミットを実行するには、［トランザクションの使用］チェック ボックスをオンにします。

以下のパラメータを入力します。

• 名前

トピックまたはキューの名前。

［検索］

 を使用して、JNDI サーバでトピックまたはキュー名を参照します。

• タイプ
トピックまたはキューを使用する場合に選択します。どのメッセージがキュー（の
み）で処理されるのを待機しているかを確認するには、このフィールドの右にある［検

索
］ を
使用します。

• メッセージ
送信するメッセージのタイプを選択します。サポートされているタイプは、［なし］、［テキスト］、［オブジェク
ト］、［バイト］、［メッセージ］、および［マップ済み（拡張）］です。

• 詳細
メッセージ ヘッダの編集とメッセージ プロパティの追加を行えるパネルを表示します。

  

以下のパラメータを入力します。
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• 非同期キュー
前のサブスクライバ ステップ（EXAMPLE-ASYNC-WRAPPER）で指定された［非同期キー］パラメータを入力また
は選択します。これらの名前は一致する必要があります。

• タイムアウトの待機時間（秒）
次のメッセージを待機する間隔を秒単位で入力します。

• 環境エラーの場合
環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指定します。
デフォルト： テストを中止する。

• ラッパー ステータス
ラッパー ステータスには、以下の 2 つの出力ステータス値があります。
– 現在のラッパーの深さ： 現在のラッパーで読み取る残りのメッセージの数。
– 合計ラッパー数： ラッパーの数（送信先）。

• ペイロードを最終応答にする
– ステップでペイロードを最終応答にするには、このオプションをオンにします。

複数のメッセージが待機している場合、［次のメッセージ］をクリックすることにより読み取ることができます。複合オ
ブジェクト エディタにメッセージが表示されます。

これで、このオブジェクトを操作することができます。

ラッパーは、非同期トピックおよびキューからの応答を保持するための FIFO リストです。ラッパーは、アプリケーショ
ンが後で処理する応答を配置するべき場所を提供します。メッセージは、（このメッセージ コンシューマ ステップで
の）後続の処理のためにこのリストで待機します。

JMS 送信/受信ステップ
JMS 送信/受信ステップでは、任意の JMS 互換のメッセージ サーバに接続して、以下のアクションを実行できます。

• 要求メッセージの送信
• 応答メッセージの受信

ステップ エディタには、基本パラメータおよび詳細パラメータがあります。詳細パラメータを表示するには、エディタ
上部の［PRO］をクリックします。

以下の図は、ステップ エディタを示しています。詳細パラメータは表示されていません。
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各パラメータには、パラメータの目的を説明するツールヒントがあります。

一部のパラメータには、オプションとして［自動］という値が含まれます。この値は、実際の設定が別のパラメータか
ら取得されることを示します。ドロップダウン矢印をクリックし、［自動］という値の上にマウス ポインタを置くと、
ツールヒントに別のパラメータの名前が表示されます。

以下の図では、ツールヒントに［送信先］パラメータの値が［送信先］パラメータから自動的に入力されることが示され
ています。

一部のパラメータでは、値としてプロパティを入力できるようにエディタを変更できます。

値の個別のセットを提供するパラメータを使用すると、値を直接入力できるようにエディタを変更できます。たとえ
ば、［JMS 配信モード］パラメータには、［永続性］と［非永続性］の 2 つの値があります。JMS API では、これらの
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値は数字 2 および 1 にそれぞれマップされます。値を直接入力するには、直接入力エディタに切り替えます。直接入力
エディタを使用すると、値の正式なリストにない値を指定できます。

送信と受信

JMS 送信/受信ステップには、JMS 送信操作と JMS 受信操作を設定するための個別の領域があります。

ステップ エディタで 2 つの送信先を指定してください。1 つは送信操作用、もう 1 つは受信操作用です。送信先は同じ
でも異なっていてもかまいません。リストにはアクティブな設定から JMS 送信先アセットが入力されます。

応答を受信せずにメッセージを送信するには、JMS 受信操作を無効にします。最初にメッセージを送信しないでメッ
セージを待機するには、JMS 送信操作を無効にします。

両方の操作を無効にすると、ステップでは何も行われません。

デフォルトでは、受信操作には同期コンシューマが使用されます。詳細パラメータには、非同期コンシューマを指定する
チェック ボックスが含まれます。

応答が適切なクライアントに届くか確認するには、相関スキームを有効にします。

アセットにはそれぞれランタイム スコープがあります。JMS 送信/受信ステップでは、送信操作および受信操作の最小ラ
ンタイム スコープを指定できます。スコープ パラメータは詳細パラメータです。

JMS メッセージ

JMS 送信/受信ステップでは、送信または受信されるメッセージを設定できます。

以下のメッセージ タイプをサポートしています。

• テキスト
• バイト
• ストリーム
• マップ
• なし

［コンテンツ］領域でメッセージのペイロードを設定します。

［コンテンツ］領域で使用可能なエディタはメッセージ タイプによって異なります。

テキスト メッセージには、以下のエディタがあります。

• プレーン テキスト
• JSON
• EDI
• XML

バイト メッセージには、以下のエディタがあります。

• バイナリ
• グラフィック イメージ

ストリーム メッセージには、オブジェクトを追加できるエディタがあります。

マップ メッセージには、キー/値ペアを追加できるエディタがあります。

空メッセージには、エディタはありません。

メッセージ タイプを変更する場合、ステップは既存のペイロードを変換できるかどうかを確認します。変換できない場
合、ステップは既存のペイロードを破棄します。
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JMS では、メッセージにヘッダのセットおよびオプションのカスタム プロパティのセットが含まれます。ステップ エ
ディタでこれらのヘッダおよびプロパティを設定できます。

JMS 送信/受信ステップのテスト

エディタで JMS 送信/受信ステップの機能を確認できます。

実行ログは、バックグラウンドで実行されるアクティビティの概要を示します。たとえば、実行ログ内の以下の行は、さ
まざまな JMS クライアント アセットの作成を示しています。

Creating JMS Connection

Starting JMS Connection

Creating JMS Session

Performing JNDI lookup with name: queue/B

Creating JMS Consumer on Queue B

Performing JNDI lookup with name: queue/A

Creating JMS Producer

以下の手順に従います。

1. ステップ エディタで、緑色の［実行］ボタンをクリックします。
2. ステップを実行している間にキャンセルするには、［キャンセル］をクリックします。
［応答］タブには、操作完了時に受信した応答データが表示されます。

3. ステップのアクティビティを表示するには、［実行ログ］をクリックします。
4. アセット インスタンスをモニタするには、［ランタイム モニタ］をクリックします。
5. 送信された要求を表示するには、［要求］タブをクリックします。

キャッシュされたアセット インスタンスのモニタおよびクローズ

JMS 送信/受信ステップをテストする場合、［応答］タブのランタイム モニタによってアセット インスタンスをモニタ
できます。アセットは手動で閉じることもできます。

以下の図は、ランタイム モニタの例を示しています。

デフォルトでは、ランタイム モニタは閉じられたアセットを自動的に削除します。以下の手順で、この動作を無効にし
ます。
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以下の手順に従います。

1. ［応答］タブで、［ランタイム モニタ］をクリックします。
2. ［クリア］ボタン内に表示されるチェック ボックスをオフにします。
3. ステップを再実行します。
ランタイム モニタにステップの実行中に作成されたアセットが表示されます。

4. 以下の情報を確認します。
– 名前： アセットの名前。
– タイプ： アセットのタイプ。
– スコープ： アセットのランタイム スコープに対応するテスト ステップ、テスト ケース インスタンス、テスト
ケース、または  コンポーネントの名前。この値には、スコープを示すツールヒントがあります。

– ステータス： 緑色はアセットがアクティブであることを示します。黄色はアセットがアイドル状態であることを
示します。灰色はアセットが閉じられていることを示します。

5. アセットの詳細を表示するには、ステータス アイコンをクリックします。
6. アセットをすぐに閉じるには、ステータス アイコンをクリックし、［閉じる］または［強制的にクローズ］を選択し
ます。

7. アセットのセットを閉じるには、［強制的にクローズ］をクリックします。

チュートリアル - JMS メッセージの送信および受信
このチュートリアルでは、JMS 送信/受信テスト ステップの使用方法の概要を示します。

前提条件

• レジストリが実行されている。
• デモ サーバが実行されている。

手順 1 - JMS および JNDI アセットの作成

この手順では、サンプル テスト ケースのテスト ステップから JMS および JNDI アセットを作成します。

以下の手順に従います。

1. に移動し、examples プロジェクトを開きます。
2. Tests フォルダで、jms.tst テスト ケースを開きます。
3. 最初の JMS メッセージング（JNDI）ステップを選択します。このステップの名前は jms-1 です。
4. モデル ツールバーの［選択されたステップからアセットを生成］をクリックします。
5. 2 番目の JMS メッセージング （JNDI）ステップを選択します。このステップの名前は send-msg-post-update で
す。

6. モデル ツールバーの［選択されたステップからアセットを生成］をクリックします。
7. Configs フォルダで、プロジェクト設定を開きます。
8. JMS および JNDI アセットが生成されたことを確認します。次の手順では、2 つの JMS 送信先アセットを選択しま
す。

手順 2 - JMS 送信/受信ステップの設定

この手順では、以下のアクションを実行します。

• 新しいテスト ケースに JMS 送信/受信ステップを追加する。
• キューに JMS のテキスト メッセージを送信し、別のキューから応答を受信するステップを設定する。

以下の図は、ステップ エディタの一部を示しています。変更するフィールドが強調表示されます。
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［送信先］フィールドは、メッセージが送信されるキューを指定します。

［受信先」フィールドは、応答が受信されるキューを指定します。

［コンテンツ］領域は、メッセージのテキストを指定します。

以下の手順に従います。

1. examples プロジェクトにテスト ケースを作成します。
2. JMS 送信/受信ステップを追加します。
ステップ エディタが表示されます。

3. ［送信先］リストで、queue/A を選択します。
4. ［受信先］リストで、queue/B を選択します。
5. ［コンテンツ］領域で、文を入力します。
6. テスト ケースを保存します。

手順 3 - JMS および JNDI アセットの確認

この手順では、JMS 送信/受信ステップで使用する JMS 送信先アセットの 1 つを確認します。また、JMS 送信先アセッ
トが使用する JNDI コンテキスト アセットも確認します。

以下の手順に従います。

1. ［送信先］リストの右側に表示される［選択されたアセットの編集］アイコンをクリックします。
JMS 送信先アセットのエディタが表示されます。

2. パラメータを確認します。ただし、変更は行いません。パラメータ名の上にマウス ポインタを置くと、ツールヒント
が表示されます。

3. ［JNDI コンテキスト］リストの右側に表示される［選択されたアセットの編集］アイコンをクリックします。
JNDI コンテキスト アセットのエディタが表示されます。

4. パラメータを確認します。ただし、変更は行いません。
5. ［キャンセル］をクリックして JMS 送信先アセットのエディタに戻ります。
6. ［キャンセル］をクリックしてステップ エディタに戻ります。

手順 4 - JMS 送信/受信ステップのテスト

この手順では、JMS 送信/受信ステップが正しく設定されていることを検証します。

以下の手順に従います。

1. ステップ エディタの右上の部分にある緑色の［実行］ボタンをクリックします。
2. ［要求］タブおよび［応答］タブに同じ文が含まれていることを確認します。
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3. ステップ エディタを閉じます。

Apache Kafka の手順
以下のステップは Apache Kafka カテゴリで使用できます。

• Kafka 送信/受信ステップ
• Kafka の高度なユース ケース

Kafka 送信/受信ステップ
このステップでは、Apache Kafka でメッセージを送受信できます。

以下の図は、ステップ エディタを示しています。詳細パラメータは表示されていません。

各パラメータには、パラメータの目的を説明するツールヒントがあります。

一部のパラメータには、オプションとして［自動］という値が含まれます。この値は、実際の設定が別のパラメータか
ら取得されることを示します。ドロップダウン矢印をクリックし、［自動］という値の上にマウス ポインタを置くと、
ツールヒントに別のパラメータの名前が表示されます。

Apache Kafka と、対応するアセットの概念の詳細については、「Apache Kafka のアセット」を参照してください。

前提条件

このアプリケーションで DevTest を使用するには、1 つ以上のファイルを DevTest で使用できるようにする必要があり
ます。詳細については、「Third-Party ファイル要件」を参照してください。
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送信と受信

Apache Kafka 送信/受信ステップには、送信操作と受信操作を設定するための個別の領域があります。

ステップ エディタで 2 つのトピックを指定します。1 つは送信操作用、もう 1 つは受信操作用です。リストにはアク
ティブな設定から Kafka トピック アセットが入力されます。

メッセージの内容

Kafka 送信/受信ステップでは、メッセージの内容を指定できます。以下のタイプをサポートしています。

• XML ドキュメント
• DevTest プロパティ リファレンス
• テキスト
• グラフィック イメージ
• バイナリ
• JSON ドキュメント
• EDI ドキュメント

相関スキーム

以下の相関スキームが使用可能です。

• ペイロード スキーム

Apache Kafka は、コンシューマが受信するメッセージの、相関 ID とメッセージのプロパティによるフィルタリングを
サポートしていません。Kafka は、ペイロードベースの相関のみをサポートします。ここで、トピックに関するすべての
メッセージを受信して、独自のフィルタリングとルーティングを実行します。以下のペイロード スキーム オプションを
使用できます。

• Regex および XPath
メッセージの値に埋め込まれている相関 ID を指定できます。

• ヘッダ
ヘッダのペイロード スキームでは、メッセージ内のカスタム ヘッダに格納されている相関 ID を指定できます。要求
ヘッダ パラメータは、要求メッセージで使用するヘッダの種類を指定します。応答ヘッダ パラメータは、応答メッ
セージで使用するヘッダの種類を指定します。ヘッダが要求と応答の両方に対して同じである場合は、応答ヘッダを
空白にできます。

NOTE

送信操作にある［ヘッダ］フィールドで、要求ヘッダ プロパティを指定した場合、この相関はそのヘッダを
使用します。同じヘッダ キーを持つ複数のヘッダを入力した場合は、リスト内の最初のものが使用されま
す。

• キー
キーのペイロード スキームでは、相関 ID としてメッセージ キーを使用します。このスキームにはパラメータがあり
ません。

Kafka 送信/受信ステップのテスト

エディタで Kafka 送信/受信ステップの機能を確認できます。

実行ログは、バックグラウンドで実行されるアクティビティの概要を示します。

以下の手順に従います。

1. ステップ エディタで、緑色の［実行］ボタンをクリックします。
2. ステップを実行している間にキャンセルするには、［キャンセル］をクリックします。
［応答］タブには、操作完了時に受信した応答データが表示されます。
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3. ステップのアクティビティを表示するには、［実行ログ］をクリックします。
4. アセット インスタンスをモニタするには、［ランタイム モニタ］をクリックします。
5. 送信された要求を表示するには、［要求］タブをクリックします。

高度なユース ケース

高度なユース ケースに対して Kafka 送信/受信ステップを設定する詳細については「Kafka の高度なユース ケース」を参
照してください。

キャッシュされたアセット インスタンスのモニタおよびクローズ

Kafka 送信/受信ステップをテストする場合、［応答］タブのランタイム モニタによってアセット インスタンスをモニタ
できます。アセットは手動で閉じることもできます。

デフォルトでは、ランタイム モニタは閉じられたアセットを自動的に削除します。以下の手順で、この動作を無効にし
ます。

以下の手順に従います。

1. ［応答］タブで、［ランタイム モニタ］をクリックします。
2. ［クリア］ボタン内に表示されるチェック ボックスをオフにします。
3. ステップを再実行します。
ランタイム モニタにステップの実行中に作成されたアセットが表示されます。

4. 以下の情報を確認します。
– 名前： アセットの名前。
– タイプ： アセットのタイプ。
– スコープ： アセットのランタイム スコープに対応するテスト ステップ、テスト ケース インスタンス、テスト
ケース、または  コンポーネントの名前。この値には、スコープを示すツールヒントがあります。

– ステータス： 緑色はアセットがアクティブであることを示します。黄色はアセットがアイドル状態であることを
示します。灰色はアセットが閉じられていることを示します。

5. アセットの詳細を表示するには、ステータス アイコンをクリックします。
6. アセットをすぐに閉じるには、ステータス アイコンをクリックし、［閉じる］または［強制的にクローズ］を選択し
ます。

7. アセットのセットを閉じるには、［強制的にクローズ］をクリックします。

Kafka の高度なユース ケース
このセクションでは、Apache Kafka の以下の高度なユース ケースについて説明します。

グループ ID とキューのような動作

Apache Kafka では同一トピックに対して複数のコンシューマを設定できます。そのようにすることで、そのトピックに
送信されるメッセージは、すべてのコンシューマではなく、1 つのコンシューマにルーティングされるようになります。
これにより、Kafka トピックをトピックというよりもキューのように処理することができます。よくあるユース ケース
は、1 つのメッセージの処理は一度のみとしても、負荷分散のための複数のコンシューマを同時に使用するシナリオで
す。

この動作はグループ ID に基づいて実行されます。この動作を実現するには、すべての負荷分散コンシューマで同じグ
ループ ID が使用されているようにします。

［Group ID］は Kafka 送信/受信ステップの Receive 操作パラメータとして使用できます。
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グループ ID は Kafka コンシューマ アセットの［Consumer Config］セクションや、Kafka 接続アセットの［Default
Consumer Config］セクションのパラメータとしても使用できます。

NOTE

Receive 操作の［Group ID］パラメータは、定義されているその他のすべての［Group ID］パラメータに優先
します。コンシューマ アセットの［Group ID］パラメータは接続アセットに優先します。

トランザクション ID

Apache Kafka でトランザクション メソッドを使用する場合は、Kafka 送信/受信ステップの Send 操作の［Transactional
ID］フィールドにコールするメソッドを指定できます。

トランザクション ID は Kafka プロデューサ アセットの［Producer Config］セクションや、Kafka 接続アセットの
［Default Producer Config］セクションのパラメータとしても使用できます。

NOTE

Send 操作の［Transactional ID］パラメータは、定義されているその他のすべての［Transactional ID］パラ
メータに優先します。プロデューサ アセットの［Transactional ID］パラメータは接続アセットに優先します。

シリアライザ

のデフォルトでは、Kafka メッセージ本文はテキストです。ただし、テキストのエンコードに使用される文字セットは
設定可能です。Kafka ではこのエンコーディングの処理に、プロデューサのシリアライザと、コンシューマのデシリアラ
イザが使用されます。 でこれらを設定するには、独自のプロデューサまたはコンシューマを作成する必要があります。

プロデューサ

デフォルトでは、Kafka 送信/受信ステップの Send 操作でプロデューサが自動的に設定されます。自動設定を上書きする
には、［追加］
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ボタンをクリックして、［Kafka Producer］を選択します。

メッセージ キーと値に使用されるシリアライザを Kafka プロデューサ アセットで設定できます。

NOTE

Kafka プロデューサ アセットの［Topic］フィールドの定義は不要です。この値は［Kafka Send Receive］ス
テップの Send 操作で定義されているトピックで上書きされます。

コンシューマ

デフォルトでは、Kafka 送信/受信ステップの Receive 操作でコンシューマが自動的に設定されます。自動設定を上書き
するには、［追加］

ボタンをクリックして、［Kafka Consumer］を選択します。
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メッセージ キーと値に使用されるシリアライザを Kafka コンシューマ アセットで設定できます。

NOTE

Kafka コンシューマ アセットの［Topic］フィールドの定義は不要です。この値は［Kafka Send Receive］ス
テップの Receive 操作で定義されているトピックで上書きされます。

ビルトイン シリアライザの［Send Receive］ステップの設定

ビルトイン シリアライザを使用している場合は、Kafka 送信/受信ステップの［Key］および［Value］フィールドでの特
別な設定は不要です。Send 操作ではこれらのフィールドの文字列値がシリアライザに必要な値に変換されます。唯一の
例外は［Binary］オプションですが、キー エディタと値エディタの両方でバイナリ エディタを使用してバイトを直接入
力できます。
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カスタム シリアライザ

Kafka には、文字列とほとんどプリミティブのためのビルトイン シリアライザとデシリアライザが含まれています。
［Custom］オプションを選択すると、独自の実装に必要なカスタム シリアライザまたはデシリアライザを定義できま
す。［Custom］オプションをクリックして、シリアライザまたはデシリアライザのクラス名を入力します。

追加の設定プロパティが必要な場合は、それらを別のウィンドウで［Configuration］パラメータに入力できます。

NOTE

Kafka プロデューサ アセットでシリアライザ クラスを入力し、Kafka コンシューマ アセットでデシリアライザ
クラスを入力する必要があります。
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カスタム シリアライザの［Send Receive］ステップの設定

通常ではカスタム シリアライザにはそのシリアライザで使用されるカスタム データ オブジェクトが必要です。このシナ
リオでは、データ オブジェクトを作成して testExec プロパティに保存するスクリプトまたはカスタム ステップを使用
する必要があります。キーまたは値フィールドの［DevTest Property Reference］オプションを使用して［Kafka Send
Receive］ステップを設定できます。

プロパティ名を入力します。

カスタム ヘッダ

Kafka のヘッダ プロパティはユーザによって定義されます。Kafka 送信/受信ステップでメッセージ ヘッダを編集できま
す。

使用できるヘッダ値タイプはいくつもあります。文字列、ほとんどのプリミティブ、バイナリなどです。

NOTE

Kafka では同じキーに複数のヘッダを使用できます。

ヘッダ シリアライザ

API レベルでは、すべて Kafka ヘッダの値はバイト アレイです。Kafka にはヘッダ値のビルトイン シリアル化/シリアル
化解除はありません。

Kafka プロデューサ アセットの［Header Serialization］セクションと Kafka コンシューマ アセットの［Header
Deserialization］でこれを定義できます。
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各ヘッダ シリアライザ/デシリアライザは特定のキーに関連付けられています。プロデューサの Kafka メッセージの作成
中や、コンシューマからの Kafka メッセージの解析中に、同じキーのヘッダが見つかると、そのシリアライザまたはデ
シリアライザが使用されます。

ヘッダ シリアライザがない場合のデフォルト動作

Kafka プロデューサ アセットでヘッダ シリアライザが定義されていない場合は、 がヘッダ値のタイプに基づいてシリア
ライザを割り当てます。たとえば、［Integer］値のヘッダの場合は、DevTest では Kafka の整数シリアライザを使用し
てヘッダ値がエンコードされます。

Kafka コンシューマ アセットでヘッダ デシリアライザが定義されていない場合は、 が Kafka ヘッダ値を有効なテキスト
に変換しようとします。それが失敗した場合は、ヘッダ値はバイト アレイとして読み取られます。

複数のトピックの読み取り

その他のメッセージ プロトコルの場合は、 で複数のコンシューマを開いて複数のデスティネーションを同時にリスンで
きます。この方法は Kafka にも適用できます。トピックによってデシリアライザの要件が異なる場合は、この方法が必
要になることがあります。ただし、複数のトピックから読み取る場合に、各トピックのコンシューマ/接続と同じ設定を
使用できるならば、それらのすべてに対して単一コンシューマを使用できます。

単一コンシューマを使用するには、Kafka 送信/受信ステップの Receive 操作の［Topic］フィールドを空のままにしてお
く必要があります。代わりに、カスタム コンシューマ アセットを作成します。

リスト

複数のトピックをリスンするように Kafka コンシューマ アセットを設定するには、［追加］をクリックして、トピック
をリストに追加します。
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パターン

トピック名に一致する正規表現を渡すことによって、複数のトピックをリスンすることもできます。この方法を適用する
には、トピック リストを空のままにして、［Pattern］フィールドに入力します。このフィールドでは Java 正規表現の
形式に従います。
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NOTE

その他のトピックに一致するトピック リストとパターン正規表現を含めることはできません。トピック リスト
またはパターン正規表現のどちらかを使用する必要があります。

BEA ステップ
以下のステップは BEA カテゴリで使用できます。

メッセージ コンシューマ
このステップの詳細については、「JMS メッセージング - メッセージ コンシューマ（廃止）」を参照してください。

ファイルの読み取り
このステップの詳細については、「ファイルの読み取り（ディスク、URL、またはクラスパス）」を参照してください。

Web サービス実行 (XML)
このステップの詳細については、「Web サービス実行（XML）ステップ」を参照してください。
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FTP ステップ
このステップの詳細については、「外部 - FTP ステップ」を参照してください。

WebLogic JMS （JNDI）（非推奨）

NOTE

このステップは廃止されました。新しいテストおよび仮想サービスを作成するには、以下を参照してくださ
い。

• JMS クライアント アセット
• JMS 送信/受信ステップ

WebLogic JMS （JNDI）ステップでは、トピックおよびキューに対してメッセージを送受信できます。また、既存の
メッセージを受信、変更、転送できます。

WebLogic JMS （JNDI）では、空、テキスト、オブジェクト、バイト、メッセージ、マップ済み（拡張）など、一般的
なメッセージ タイプがすべてサポートされています。

WebLogic JMS （JNDI）ステップは、メッセージング要件にかかわらず、単一のエディタを使用して設定されます。入
力オプションはメッセージング要件によって異なります。エディタは有効な設定のみを許可します。いくつかの機能を有
効にすると、その他の機能が非アクティブになる場合があります。

前提条件

このアプリケーションで DevTest を使用するには、1 つ以上のファイルを DevTest で使用できるようにする必要があり
ます。詳細については、「Third-Party ファイル要件」を参照してください。

パラメータ要件： このステップには、テスト中のアプリケーションで使用される接続パラメータ、およびサブジェクト
名が必要です。以下のセクションでは、必要なパラメータについて説明しています。環境に応じて、その他のパラメータ
が必要となる場合があります。これらのパラメータは、アプリケーション開発者から入手します。
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WebLogic JMS（JNDI）ステップ エディタには以下のタブが含まれます。

［ベース］タブでは、接続およびメッセージング パラメータを定義します。

［セレクタ クエリ］タブでは、キュー上のメッセージをリスンする場合に実行されるセレクタ クエリを指定できます。

［メッセージ データの送信］タブでは、メッセージ コンテンツを作成します。

［応答メッセージ］タブでは、応答メッセージを POST します。

［ベース］タブ

［ベース］タブは、以下のセクションで構成されています。
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• サーバ接続情報
• サブスクライバ情報
• パブリッシャ情報
• 返信先情報
• エラー処理およびテスト

［サブスクライバ情報］、［パブリッシャ情報］、および［返信先情報］を有効および無効にするには、各セクション
の［有効］チェック ボックスを使用します。このチェック ボックスを使用して、ステップをパブリッシュ ステップ、サ
ブスクライブ ステップ、またはその両方に設定できます。また、ステップに JMS の返信先コンポーネントを含めること
もできます。

テスト ステップの設定が完了したら、［エラー処理およびテスト］セクションの［テスト］をクリックして設定をテス
トします。

サーバ接続情報

JNDI 情報を入力します。

これらの値は、設定のプロパティでパラメータ化されます。これらのプロパティにより、テスト中のアプリケーションの
変更が容易になります。デフォルトでは、JNDI サーバ URL の WLS_SERVER プロパティが使用されます。このプロパ
ティを使用する場合は、設定に追加する必要があります。

テスト中のシステムに対して、5 つのパラメータを使用できます。プルダウン メニューには、これらの値の一般的な例
またはテンプレートが含まれます。

• JNDI ファクトリ クラス
JNDI プロバイダのコンテキスト ファクトリの完全修飾クラス名。

• JNDI サーバ URL
JNDI サーバに接続するための URL。URL の形式は、使用されている特定の JNDI プロバイダによって異なります。

• JMS 接続ファクトリ
［検

索］を使用して、サーバ上の利用可能なリソースを参照します。JMS 仕様に従って、このステップの実行に使用する接続
ファクトリを選択または入力します。

• ユーザ
JNDI プロバイダに接続し、接続ファクトリのハンドルを取得するためのユーザ名。

• パスワード
JNDI プロバイダに接続し、接続ファクトリのハンドルを取得するためのパスワード。

• ［セッションの共有］および［パブリッシャの共有］
テスト ケース全体で JMS セッションおよびパブリッシャを共有するには、これらのチェック ボックスを使用しま
す。この方法はオーバーヘッドを低減できますが、通常、JMS クライアントがリソースを解放するため、現実的なシ
ミュレーションとなるとは限りません。［パブリッシャの共有］チェック ボックスをオンにすると、［セッションの
共有］チェック ボックスもオンになります。セッションを共有しなければ、パブリッシャを共有できません。これら
のパラメータの詳細については、「Deliberate Delays in lvse」ナレッジ ベース記事を参照してください。

• ［すべて停止］設計時にすべてのリスナを停止します。一部のリスナは切り離すことができますが、引き続きメッ
セージを処理します。メッセージを処理する場合は、テスト ケースを作成することは困難です。

• 詳細
接続情報と一緒に送信されるカスタム プロパティを追加でき、第 2 レベルの認証を設定できるパネルを表示します。

パブリッシャ情報

メッセージを送信（パブリッシュ）する機能を設定するには、［有効］チェック ボックスをオンにします。メッセージ
を送信する場合にコミットを実行するには、［トランザクションの使用］チェック ボックスをオンにします。
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以下のパラメータを入力します。

• ［名前］トピックまたはキューの名前。［検

索］を使用して、JNDI サーバでトピックまたはキュー名を参照します。
• ［タイプ］トピックまたはキューを使用する場合に選択します。どのメッセージがキュー
（のみ）で処理されるのを待機しているかを確認するには、このフィールドの右にある［参

照］を使用します。
• ［メッセージ］送信するメッセージのタイプを選択します。サポートされているタイプは、［なし］、［テキス
ト］、［オブジェクト］、［バイト］、［メッセージ］、および［マップ済み（拡張）］です。

• 詳細
メッセージ ヘッダの編集とメッセージ プロパティの追加を行えるパネルを表示します。

サブスクライバ情報

メッセージを受信（サブスクライブ）する機能を設定して有効にするには、［有効］チェック ボックスをオンにしま
す。

以下のパラメータを入力します。

• 名前
トピックまたはキューの名前。［検

索］を使用して、JNDI サーバでトピックまたはキュー名を参照します。

• タイプ
トピックまたはキューを使用するかどうか、および同期または非同期モードでリスンするかどうかを選択します。
非同期モードでは、［非同期キー］フィールドにもエントリが必要です。このフィールドの右側にある［参照］

を使用して、どのメッセージがキュー（のみ）で処理されるのを待機しているかを確認します。
• タイムアウト (秒)
アプリケーションがメッセージの待機を中断するまでの待機期間（このフィールドを空白のままにすると、タイムア
ウトは設定されません）。

• 非同期キー
非同期メッセージを識別する値。この値は非同期モードにのみ必要です。この値は、非同期メッセージを取得するた
めに後続のメッセージ コンシューマ ステップで使用されます。

• 持続セッション キー
ここで名前を入力することによって、持続セッションを要求します。また、そのセッションのキーも指定します。持
続セッションでは、ログアウトした後に再度ログインしても、トピックからのメッセージをすべて受信できます。

• トランザクションの使用
メッセージを受信する場合にコミットを実行するには、［トランザクションの使用］チェック ボックスをオンにしま
す。

• 一時キュー/トピックを使用する
JMS プロバイダに一時キュー/トピックを設定させるには、［一時キュー/トピックを使用する］チェック ボックスを
オンにします。一時キュー/トピックが使用される場合、一時キュー/トピックに送信するメッセージの JMS ReplyTo
パラメータが自動的に設定されます。返信を送信できるように、一時キュー/トピック機能とパブリッシャを常に一緒
に使用する必要があります。一時キュー/トピックを使用する場合、［返信先］セクションは無効です。

• ペイロードを最終応答にする
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ペイロードをこのステップの応答にするには、［ペイロードを最終応答にする］チェック ボックスをオンにします。

返信先情報

送信先キューまたはトピックを設定するには、［有効］チェック ボックスをオンにします。

アプリケーションが送信先を必要とする場合、このセクションで設定されます。

以下のパラメータを入力します。

• ［名前］トピックまたはキューの名前。［検

索］を使用して、JNDI サーバでトピックまたはキュー名を参照します。

• ［タイプ］トピックまたはキューを使用する場合に選択します。どのメッセージがキュー
（のみ）で処理されるのを待機しているかを確認するには、このフィールドの右にある［参

照］を使用します。

エラー処理およびテスト

例外が発生した場合、［エラー処理およびテスト］セクションはステップにリダイレクトします。

• ［環境エラーの場合］環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指
定します。
デフォルト： テストを中止する。

ステップ設定をテストするには、［テスト］をクリックします。

［セレクタ クエリ］タブ

このエディタで JMS セレクタ クエリを入力できます。構文は SQL に準拠しています。このクエリは SQL92 のサブ
セットです。JMS セレクタ クエリは、パブリッシュされたメッセージに対する応答であるキュー上のメッセージを
リスンする場合に指定できます。上記の図は、元のメッセージで送信されたプロパティで設定されたものと一致する
JMSCorrelationID に関する特定のクエリを示しています。

ビルトイン メカニズムでは、メッセージを送信する前にテスト作成者が JMSCorrelationID を設定することができま
す。lisa.jms.correlation.id  プロパティを設定することにより、メッセージが送信される前に相関 ID を設定で
きます。

ゼロ以外の値が検出されます。また、メッセージが送信される前に、メッセージの JMSCorrelationID プロパティが設定
されます。

［メッセージ データの送信］タブ

ステップがパブリッシュのために設定されている場合、このタブでメッセージを作成できます。以下の例の［メッセージ
データの送信］タブ ビューは、テキスト メッセージを示しています。
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この例は、XML フラグメントと使用されているプロパティを示しています。テキストを入力するか、［ファイルから
メッセージを読み取り］をクリックしてファイルから読み取るか、プロパティにフラグメントを格納できます。プロパ
ティにテキストを格納する場合は、単にエディタにプロパティ（LISA_PROP など）を配置します。

プロパティがメッセージの XML で 使用されていることで、テストの実行時にメッセージを動的に作成できることに注目
してください。

［応答メッセージ］タブ

ステップがサブスクライブのために設定されている場合、応答はここに表示されます。詳細については、「JMS メッ
セージング（JNDI）」を参照してください。

Sun JCAPS ステップ
以下のステップは Sun JCAPS カテゴリで使用できます。

NOTE

詳細情報：

• Web サービス実行（XML）ステップ
• SQL データベース実行（JDBC）
• ファイルの読み取り（ディスク、URL、またはクラスパス）
• 外部 - FTP ステップ
• メッセージ コンシューマ

JCAPS メッセージング（ネイティブ）（廃止）
NOTE

このステップは廃止されました。新しいテストおよび仮想サービスを作成するには、以下を参照してくださ
い。

• JMS クライアント アセット
• JMS 送信/受信ステップ

JCAPS メッセージング（ネイティブ）ステップでは、トピックおよびキューからメッセージを送受信できます。また、
既存のメッセージを受信、変更、転送できます。

JCAPS メッセージング（ネイティブ）では、空、テキスト、オブジェクト、バイト、メッセージ、マップ済み（拡張）
など、一般的なメッセージ タイプがすべてサポートされています。
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JCAPS メッセージング（ネイティブ）ステップは、メッセージング要件にかかわらず、単一のエディタを使用して設定
されます。入力オプションはメッセージング要件によって異なります。エディタは有効な設定のみを許可します。そのた
め、一部の機能を有効にすると、その他の機能が非アクティブになる場合があります。

デフォルトの JCAPS メッセージング（ネイティブ）ステップには、「JCAPS #### ######」という命名規則を使用し
た名前があります。パブリッシュ キュー名がない場合、デフォルトのステップ名は「JCAPS #### #######」です。デ
フォルトのステップ名を別のステップが使用する場合、DevTest は、このステップ名に番号を追加して一意にします。ス
テップ名は、いつでも変更できます。

前提条件

このアプリケーションで DevTest を使用するには、1 つ以上のファイルを DevTest で使用できるようにする必要があり
ます。詳細については、「Third-Party ファイル要件」を参照してください。

パラメータ要件： このステップには、テスト中のアプリケーションで使用される接続パラメータ、およびサブジェクト
名が必要です。以下のセクションでは、必要なパラメータについて説明しています。環境に応じて、その他のパラメータ
が必要となる場合があります。これらのパラメータは、アプリケーション開発者から入手します。

JCAPS メッセージング（ネイティブ）ステップ エディタは、このステップを設定するために使用されます。
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JCAPS メッセージング（ネイティブ）ステップ エディタには以下のタブが含まれます。

• ［ベース］タブでは、接続およびメッセージング パラメータを定義します。
• ［セレクタ クエリ］タブでは、キュー上のメッセージをリスンする場合に実行されるセレクタ クエリを指定できま
す。

• ［メッセージ データの送信］タブでは、メッセージ コンテンツを作成します。
• ［応答メッセージ］タブでは、応答メッセージを POST します。

［ベース］タブ

［ベース］タブは、以下のセクションで構成されています。
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• サーバ接続情報
• サブスクライバ情報
• 返信先情報
• パブリッシャ情報
• エラー処理およびテスト

［サブスクライバ情報］、［パブリッシャ情報］、および［返信先情報］を有効および無効にするには、各セクションの
左上隅にある［有効］チェック ボックスを使用します。このチェック ボックスを使用して、ステップをパブリッシュ ス
テップ、サブスクライブ ステップ、またはその両方に設定できます。また、オンにすると、ステップに JMS の返信先コ
ンポーネントを含めることもできます。

テスト ステップの設定が完了したら、［エラー処理およびテスト］セクションの［テスト］をクリックして設定をテス
トします。

サーバ接続情報

［サーバ接続情報］セクションには、テスト中のシステムで使用可能な 2 つのパラメータが表示されます。

• ホスト
JMS サーバの名前。

• ポート
JMS サーバが実行されているポート番号。

［詳細］ボタンは、接続情報と一緒に送信されるカスタム プロパティを追加できるパネルを表示します。

その他のすべてのタブについては、「JMS メッセージング（JNDI）」で詳しく説明しています。

JCAPS メッセージング（JNDI）（廃止）
NOTE

このステップは廃止されました。新しいテストおよび仮想サービスを作成するには、以下を参照してくださ
い。

• JMS クライアント アセット
• JMS 送信/受信ステップ

JCAPS メッセージング（JNDI）ステップでは、トピックおよびキューからメッセージを送受信できます。また、既存の
メッセージを受信、変更、転送できます。

JCAPS メッセージング（JNDI）では、空、テキスト、オブジェクト、バイト、メッセージ、マップ済み（拡張）など、
一般的なメッセージ タイプがすべてサポートされています。

JCAPS メッセージング（JNDI）ステップは、メッセージング要件にかかわらず、単一の  エディタを使用して設定され
ます。入力オプションはメッセージング要件によって異なります。エディタは有効な設定のみを許可します。そのため、
一部の機能を有効にすると、その他の機能が非アクティブになる場合があります。

前提条件

このアプリケーションで DevTest を使用するには、1 つ以上のファイルを DevTest で使用できるようにする必要があり
ます。詳細については、「Third-Party ファイル要件」を参照してください。

パラメータ要件： このステップには、テスト中のアプリケーションで使用される接続パラメータ、およびサブジェクト
名が必要です。環境に応じて、その他のパラメータが必要となる場合があります。これらのパラメータは、アプリケー
ション開発者から入手します。

JCAPS メッセージングのパラメータおよびフィールドの詳細については、「JMS メッセージング（JNDI）」を参照して
ください。
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デフォルトのステップ名： JCAPS メッセージング（JNDI）ステップのデフォルト名では、「JCAPS #### ######」と
いう命名規則が使用されます。パブリッシュ キュー名がない場合、デフォルトのステップ名は「JCAPS #### ######
#」です。

別のステップがデフォルトのステップ名を使用すると、 はこのステップ名に番号を追加して一意にします。ステップ名
は、いつでも変更できます。

Oracle ステップ
以下のステップは Oracle カテゴリで使用できます。

NOTE

詳細情報：

• Web サービス実行（XML）ステップ
• SQL データベース実行（JDBC）
• ファイルの読み取り（ディスク、URL、またはクラスパス）
• 外部 - FTP ステップ
• メッセージ コンシューマ

Oracle OC4J （JNDI）（廃止）
NOTE

このステップは廃止されました。新しいテストおよび仮想サービスを作成するには、以下を参照してくださ
い。

• JMS クライアント アセット
• JMS 送信/受信ステップ

Oracle OC4J （JNDI）ステップでは、トピックおよびキューに対してメッセージを送受信できます。また、既存のメッ
セージを受信、変更、転送できます。Oracle OC4J （JNDI）では、空、テキスト、オブジェクト、バイト、メッセー
ジ、マップ済み（拡張）など、一般的なメッセージ タイプがすべてサポートされています。

Oracle OC4J （JNDI）ステップは、メッセージング要件にかかわらず、単一のエディタを使用して設定されます。入力
オプションはメッセージング要件によって異なります。エディタは有効な設定のみを許可します。そのため、一部の機能
を有効にすると、その他の機能が非アクティブになる場合があります。

前提条件

このアプリケーションで DevTest を使用するには、1 つ以上のファイルを DevTest で使用できるようにする必要があり
ます。詳細については、「Third-Party ファイル要件」を参照してください。

パラメータ要件： テスト中のアプリケーションで使用される接続パラメータ、およびサブジェクト名が必要です。環境
に応じて、その他のパラメータが必要となる場合があります。これらのパラメータは、アプリケーション開発者から入手
します。

は、デフォルトでは、JNDI サーバ URL の OC4J_SERVER プロパティを使用します。このプロパティを使用する場合
は、設定に追加する必要があります。

このステップのパラメータおよびフィールドの詳細については、「JMS メッセージング（JNDI）」を参照してくださ
い。
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Oracle AQ （JMS）（廃止）
NOTE

このステップは廃止されました。新しいテストおよび仮想サービスを作成するには、以下を参照してくださ
い。

• JMS クライアント アセット
• JMS 送信/受信ステップ

 

Oracle AQ ステップは、メッセージの送信、メッセージの受信、メッセージの非同期での受信、またはそれら 3 つの複
数の組み合わせを可能にするためにテスト ケースに追加されます。

Oracle AQ は、IBM WebSphere MQ、webMethods Broker、TIBCO EMS などのようなメッセージング プロバイダで
す。Oracle AQ は、これらのその他のメッセージング プロバイダのように  に適合しています。

Oracle AQ ステップには、メッセージング ステップの標準設定セクションがあります。

• 接続情報を設定するための［接続］セクション。
• このステップがメッセージを受信する場所、および受信するメッセージのタイプを設定するための［サブスクライ
バ］セクション（オプション）。

• このステップがメッセージを送信する場所、および送信するメッセージのタイプを設定するための［パブリッ
シャ］セクション（オプション）。送信するメッセージのコンテンツは個別のタブで設定します。

• このステップは、1 つのメッセージを送信/受信（または両方）します。このステップは、複数のメッセージを送受信
するために、同一のテスト ケース内のループで複数回実行される場合があります。

• このステップが非同期サブスクライバとして使用される場合は、テスト ケースで 1 回のみ実行されます。プロバイダ
から受信した各メッセージを処理するために、追加のコンシューマ ステップが実行されます。

Oracle Advanced Queuing （AQ）は、Oracle データベース自体に組み込まれているメッセージング プロバイダで
す。AQ は、デフォルトの JMS プロバイダとして、Oracle Enterprise Service Bus などの多くの Oracle 製品で使用され
ます。
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JMS ライブラリを使用することにより、その他の通常の JMS プロバイダのように動作します。相違点は以下のとおりで
す。

• JMS 接続は JNDI によって作成されません。接続は JDBC 接続を使用して作成されます。これには、JDBC URL、ド
ライバ クラス名、ユーザ名、およびパスワードの入力が含まれます。

• キューおよびトピックは、データベース内のスキーマに関連付けられます。キューに対して送受信を行うには、
キュー名とキュー スキーマの両方を指定します。

• それぞれのキューまたはトピックは、特定のタイプの JMS メッセージに制限されます。たとえば、キューが通常
JMS テキスト メッセージを転送する場合、JMS オブジェクト メッセージまたは JMS バイト メッセージを転送する
ためにその同じキューを使用できません。

• Oracle データベースでの JMS キューおよびトピックの設定には、ストアド プロシージャの実行が含まれています。

エディタの下部の 4 つのタブが使用できます。

• ［ベース］タブでは、接続およびメッセージ パラメータを定義します。
• ［セレクタ クエリ］タブでは、キュー上のメッセージをリスンする場合に実行されるセレクタ クエリを指定できま
す。

• ［メッセージ データの送信］タブでは、メッセージ コンテンツを作成します。
• ［応答メッセージ］タブでは、応答メッセージを POST します。
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基本情報タブ

上記の例で示されている［ベース］タブ ビューには、5 つの主要セクションがあります。

• サーバ接続情報
• サブスクライバ情報
• パブリッシャ情報
• 返信先情報
• エラー処理およびテスト

［サーバ接続情報］および［エラー処理およびテスト］セクションは常にアクティブです。各セクションの左上隅にあ
る［有効］チェック ボックスを使用して、［サブスクライバ情報］、［パブリッシャ情報］、および［返信先情報］を
有効または無効にします。これらのチェック ボックスを使用して、ステップをパブリッシュ ステップ、サブスクライブ
ステップ、またはその両方に設定できます。また、オンにすると、ステップに返信先コンポーネントを含めることもでき
ます。

テスト ステップの設定が完了したら、［エラー処理およびテスト］セクションの［テスト］をクリックして設定をテス
トします。

サーバ接続情報

ここでは、JDBC 関連の情報を入力します。

これらの値を設定内のプロパティでパラメータ化して、テスト中のアプリケーションの変更を容易にします。

は、デフォルトでは、JDBC ドライバの場所の oracle.jdbc.driver.OracleDriver を使用します。

テスト中のシステムに対して、以下のパラメータを使用できます。プルダウン メニューには、これらの値の一般的な例
またはテンプレートが含まれます。

• JDBC URL
このフィールドには、デフォルト値が入力されます。

• JDBC サーバ
このフィールドには、デフォルト値が入力されます。

• ユーザ
ユーザ名を入力します。

• パスワード
パスワードを入力します。

• セッションの共有およびパブリッシャの共有
テスト ケース全体で JMS セッションおよびパブリッシャを共有するには、これらのチェック ボックスを使用しま
す。この方法はオーバーヘッドを低減できますが、通常、JMS クライアントがリソースを解放するため、現実的なシ
ミュレーションとなるとは限りません。［パブリッシャの共有］チェック ボックスをオンにすると、［セッションの
共有］チェック ボックスもオンになります。セッションを共有しなければ、パブリッシャを共有できません。これら
のパラメータの詳細については、「Deliberate Delays in lvse」ナレッジ ベース記事を参照してください。

• すべて停止
設計時にすべてのリスナを停止します。一部のリスナは切り離すことができますが、引き続きメッセージを処理しま
す。メッセージを処理する場合は、テスト ケースを作成することは困難です。

パブリッシャ情報

メッセージを送信（パブリッシュ）する機能を設定するには、［有効］チェック ボックスをオンにします。

メッセージを送信する場合にコミットを実行するには、［トランザクションの使用］チェック ボックスをオンにしま
す。

以下のパラメータを入力します。

• スキーマ
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使用するスキーマの名前を入力します。
• 名前
使用するトピックまたはキューの名前を入力します。

• タイプ
トピックまたはキューを使用する場合に選択します。

• メッセージ
送信するメッセージのタイプを選択します。サポートされているタイプは、［なし］、［テキスト］、［オブジェク
ト］、［バイト］、［メッセージ］、および［マップ済み（拡張）］です。

• 詳細
メッセージ ヘッダの編集とメッセージ プロパティの追加を行えるパネルを表示します。

サブスクライバ情報

メッセージを受信（サブスクライブ）する機能を設定して有効にするには、［有効］チェック ボックスをオンにしま
す。

以下のパラメータを入力します。

• スキーマ
使用するスキーマの名前を入力します。

• 名前
使用するトピックまたはキューの名前を入力します。

• タイプ
トピックまたはキューを使用するかどうか、および同期または非同期モードでリスンするかどうかを選択します。非
同期モードでは、［非同期キー］フィールドにもエントリが必要です。どのメッセージがキュー（のみ）で処理され
るのを待機しているかを確認するには、このフィールドの右にある［検索］をクリックします。

• タイムアウト (秒)
がメッセージの待機を中断するまでの秒数を示します。タイムアウトを設定しない場合は、このフィールドは空白に
しておきます。

• 非同期キー
非同期メッセージを識別するために必要な値を入力します。この値は非同期モードにのみ必要です。この値は、非同
期メッセージを取得するために後続のメッセージ コンシューマ ステップで使用されます。

• 持続セッション キー
ここで名前を入力することによって、持続セッションを要求します。また、そのセッションのキーも指定します。持
続セッションでは、ログアウトした後に再度ログインしても、トピックからのメッセージをすべて受信できます。

• セッション モード
ドロップダウン リストをクリックして、使用可能なオプションから適切なモードを選択します。オプションは次のと
おりです： ［自動確認応答］、［クライアント確認応答］、［トランザクションの使用］、［自動（重複 OK）］。

返信先情報

アプリケーションが送信先を必要とする場合、このセクションで設定されます。

送信先キュー/トピックを設定するには、［有効］チェック ボックスをオンにします。

以下のパラメータを入力します。

• スキーマ
使用するスキーマの名前を入力します。

• 名前
使用するトピックまたはキューの名前を入力します。

• タイプ
トピックまたはキューを使用する場合に選択します。
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エラー処理およびテスト

エラーが発生した場合、［エラー処理およびテスト］セクションはステップにリダイレクトします。

• 環境エラーの場合
環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指定します。
デフォルト： テストを中止する。

ステップ設定をテストするには、［テスト］をクリックします。

 

TIBCO ステップ
以下のステップは TIBCO カテゴリで使用できます。

NOTE

詳細情報：

• Web サービス実行（XML）ステップ
• SQL データベース実行（JDBC）
• ファイルの読み取り（ディスク、URL、またはクラスパス）
• 外部 - FTP ステップ
• メッセージ コンシューマ

TIBCO Rendezvous メッセージング
TIBCO Rendezvous メッセージング ステップでは、ネイティブ Rendezvous プロトコルを使用して、Rendezvous 「サ
ブジェクト」からメッセージを送受信できます。また、既存のメッセージを受信、変更、転送できます。

TIBCO Rendezvous メッセージング ステップは、メッセージング要件にかかわらず、単一のエディタを使用して設定さ
れます。入力オプションはメッセージング要件によって異なります。エディタは有効な設定のみを許可します。そのた
め、一部の機能を有効にすると、その他の機能が非アクティブになる場合があります。

TIBCO Rendezvous メッセージング ステップでは、「RV #### ######」という命名規則が使用されます。パブリッシュ
キュー名がない場合、デフォルトのステップ名は「RV #### #######」です。デフォルトのステップ名を使用する別の
ステップがある場合、番号がステップ名に追加されます。ステップ名は、いつでも変更できます。

前提条件

このアプリケーションで DevTest を使用するには、1 つ以上のファイルを DevTest で使用できるようにする必要があり
ます。詳細については、「Third-Party ファイル要件」を参照してください。

パラメータ要件： このステップには、テスト中のアプリケーションで使用される接続パラメータ、およびサブジェクト
名が必要です。以下のセクションでは、必要なパラメータについて説明しています。環境に応じて、その他のパラメータ
が必要となる場合があります。これらのパラメータは、アプリケーション開発者から入手します。
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TIBCO Rendezvous メッセージング ステップ エディタには以下のタブが含まれます。

• ［ベース］タブでは、接続およびメッセージング パラメータを定義します。
• ［メッセージ データの送信］タブでは、メッセージ コンテンツを作成します。
• ［応答メッセージ］タブでは、応答メッセージを POST します。

［ベース］タブ

［ベース］タブは、以下のセクションで構成されています。
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• サーバ接続情報
• サブスクライバ情報
• 認定済みトランスポート情報
• パブリッシャ情報
• 返信先情報
• エラー処理およびテスト

［サブスクライバ情報］、［パブリッシャ情報］、および［返信先情報］を有効および無効にするには、各セクションの
左上隅にある［有効］チェック ボックスを使用します。これらのチェック ボックスは、ステップをパブリッシュ ステッ
プ、サブスクライブ ステップ、またはその両方に設定するために使用します。また、オンにすると、ステップに JMS の
返信先コンポーネントを含めることもできます。

テスト ステップの設定が完了したら、［エラー処理およびテスト］セクションの［テスト］をクリックして設定をテス
トします。

サーバ接続情報

［サーバ接続情報］領域の Rendezvous 情報に固有の接続情報を入力します。

テスト中のシステムに対して、以下のパラメータを使用できます。

• サービス、ネットワーク、およびデーモン
これらのパラメータは、通信する RV ネットワークへの接続を有効にします。

• クライアント モード
Rendezvous ネイティブ クライアント モードまたは Java クライアント モードのいずれかを選択します。通常、より
用途の広いクライアント モードを使用します。

テスト中のシステムの変更を容易にするには、これらの値を設定のプロパティでパラメータ化します。

パブリッシャ情報

メッセージを送信する機能を設定するには、［有効］チェック ボックスをオンにします。

以下のフィールドに入力します。

• サブジェクト
使用するサブジェクトの名前。独自のサブジェクトを定義できます。有効なサブジェクト名は、queue.sample の形
式です。無効なサブジェクト名は、queue…..My_Samples （NULL エレメント）または .My.Queue. （3 つの NULL
エレメント）です。

• ［メッセージ］送信するメッセージのタイプを選択します。サポートされているタイプは、［なし］、［テキス
ト］、［オブジェクト］、［バイト］、［メッセージ］、および［マップ済み（拡張）］です。

• ［送信］フィールド
RV メッセージは、実際はフィールドと値のマップです。このフィールドは、単一のフィールドのメッセージを迅速
に作成するために使用します。ここで値を入力すると、メッセージの送信データがこの名前を持ったフィールドの値
に入力されます。この値は、マップ済み（拡張）タイプのメッセージによって上書きされます。これは、このタイプ
のメッセージが単一のメッセージに複数のフィールドおよび値を入力するためです、

• インボックス タイプの有効化
［インボックス タイムアウト］および［sendReply の有効化］フィールドを有効にするには、このチェック ボック
スをオンにします。

• sendReply の有効化
［インボックス タイムアウト］を指定、またはパブリッシャの sendReply 機能を有効にするには、［インボックス
タイプの有効化］を選択します。

認定済みトランスポート情報

トランスポート情報を指定するには、［有効］チェック ボックスをオンにします。
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• 送信者名
CM トランスポートに対応する名前。

• アドバイザリの件名
Rendezvous ソフトウェアは、_RV.class.SYSTEM.name というテンプレートを使用して、システ
ム アドバイザリ メッセージの件名を作成します。Rendezvous 認定済みメッセージ配信ソフトウェア
は、_RV.class.RVCM.category.condition.subject および _RV.class.RVCM.category.condition.name と
いうテンプレートを使用して、アドバイザリ メッセージの件名を作成します。分散キュー ソフトウェア
は、_RV.class.RVCM.category.role.condition.name というテンプレートを使用して、アドバイザリ メッセージの件
名を作成します。Rendezvous フォールト トレランス ソフトウェアは、_RV.class.RVFT.name.group というテンプ
レートを使用して、アドバイザリ メッセージの件名を作成します。

• 時間制限
メッセージが存在する時間制限。

サブスクライバ情報

［有効］チェックボックスをオンにすると、サブスクライバ機能がオンになり、メッセージを受信する機能を設定できま
す。

以下のフィールドに入力します。

• サブジェクト
使用するサブジェクトの名前。独自のサブジェクトを定義できます。

• ［タイムアウト（秒）］ がメッセージの待機を中断するまでの秒数を示します。タイムアウトを設定しない場合は、
このフィールドは空白にしておきます。

• ［非同期キー］非同期メッセージを識別するために必要な値を入力します。この値は非同期モードにのみ必要です。
この値は、非同期メッセージを取得するために後続のメッセージ コンシューマ ステップで使用されます。

返信先情報

送信先サブジェクトを設定するには、［有効］チェック ボックスをオンにします。

アプリケーションが送信先を必要とする場合、このセクションで設定されます。

以下のパラメータを設定します。

• サブジェクト
使用するサブジェクトの名前。

エラー処理およびテスト

エラーが発生した場合、［エラー処理およびテスト］セクションはステップにリダイレクトします。

• 環境エラーの場合
環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指定します。
デフォルト： テストを中止する。

ステップ設定をテストするには、［テスト］をクリックします。

メッセージ データの送信

ステップがパブリッシュのために設定されている場合、このタブでメッセージを作成できます。以下の例の［メッセージ
データの送信］タブ ビューは、テキスト メッセージを示しています。
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この例は、XML フラグメントと使用されているプロパティを示しています。テキストを入力するか、［ファイルから
メッセージを読み取り］をクリックしてファイルから読み取ることができます。また、プロパティにテキストを格納でき
ます。その場合、エディタにプロパティ（例： LISA_PROP）を配置します。

プロパティがメッセージの XML で 使用されていることで、テストの実行時にメッセージを動的に作成できることに注目
してください。

［応答メッセージ］タブ

ステップがサブスクライブのために設定されている場合、応答が表示されます。詳細については、「JMS メッセージン
グ（JNDI）」を参照してください。

TIBCO EMS メッセージング（廃止）
NOTE

このステップは廃止されました。新しいテストおよび仮想サービスを作成するには、以下を参照してくださ
い。

• JMS クライアント アセット
• JMS 送信/受信ステップ
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TIBCO EMS メッセージング ステップでは、トピックおよびキューからメッセージを送受信できます。また、既存の
メッセージを受信、変更、転送できます。

空、テキスト、オブジェクト、バイト、メッセージ、マップ済み（拡張）など、一般的なメッセージ タイプがすべてサ
ポートされています。

TIBCO EMS メッセージング ステップのデフォルト名では、「EMS #### ######」という命名規則が使用されます。パ
ブリッシュ キュー名がない場合、デフォルトのステップ名は「EMS #### #######」です。

別のステップがデフォルトのステップ名を使用すると、 はこのステップ名に番号を追加して一意にします。ステップ名
は、いつでも変更できます。

前提条件

このアプリケーションで DevTest を使用するには、1 つ以上のファイルを DevTest で使用できるようにする必要があり
ます。詳細については、「Third-Party ファイル要件」を参照してください。

パラメータ要件： このステップには、テスト中のアプリケーションで使用される接続パラメータ、およびサブジェクト
名が必要です。デフォルトは、JNDI サーバ URL の TIBCO_SERVER プロパティです。このプロパティを使用する場合
は、設定に追加する必要があります。環境に応じて、その他のパラメータが必要となる場合があります。これらは、アプ
リケーション開発者から入手します。

パラメータおよびフィールドの詳細については、「JMS メッセージング（JNDI）」を参照してください。

TIBCO ダイレクト JMS （廃止）
NOTE

このステップは廃止されました。新しいテストおよび仮想サービスを作成するには、以下を参照してくださ
い。

• JMS クライアント アセット
• JMS 送信/受信ステップ

TIBCO ダイレクト JMS ステップでは、JNDI ライブラリを使用せずに、トピックおよびキューからメッセージを送受信
できます。また、既存のメッセージを受信、変更、転送できます。

空、テキスト、オブジェクト、バイト、メッセージ、マップ済み（拡張）など、一般的なメッセージ タイプがすべてサ
ポートされています。

TIBCO ダイレクト JMS ステップは、メッセージング要件にかかわらず、単一のエディタを使用して設定されます。入力
オプションはメッセージング要件によって異なります。エディタは有効な設定のみを許可します。一部の機能を有効にす
ると、その他の機能を使用できなくなる場合があります。

TIBCO ダイレクト JMS ステップのデフォルト名では、「EMS #### ######」という命名規則が使用されます。パブ
リッシュ キュー名がない場合、デフォルトのステップ名は「EMS #### #######」です。別のステップもデフォルトの
ステップ名を使用する場合、 は、番号をステップ名に追加します。ステップ名は、いつでも変更できます。

前提条件

このアプリケーションで DevTest を使用するには、1 つ以上のファイルを DevTest で使用できるようにする必要があり
ます。詳細については、「Third-Party ファイル要件」を参照してください。

パラメータ要件： このステップには、テスト中のアプリケーションで使用される接続パラメータ、およびサブジェクト
名が必要です。デフォルトでは、 は、JNDI サーバ URL の TIBCO_SERVER プロパティを使用します。このプロパティ
を使用する場合は、設定に追加する必要があります。環境に応じて、その他のパラメータが必要となる場合があります。
これらは、アプリケーション開発者から入手します。

パラメータおよびフィールドの詳細については、「JMS メッセージング（JNDI）」を参照してください。
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Sonic ステップ
以下のステップは Sonic カテゴリで使用できます。

NOTE

詳細情報：

• Web サービス実行（XML）ステップ
• SQL データベース実行（JDBC）
• ファイルの読み取り（ディスク、URL、またはクラスパス）
• 外部 - FTP ステップ
• メッセージ コンシューマ

SonicMQ メッセージング（ネイティブ）（廃止）
NOTE

このステップは廃止されました。新しいテストおよび仮想サービスを作成するには、以下を参照してくださ
い。

• JMS クライアント アセット
• JMS 送信/受信ステップ

SonicMQ メッセージング（ネイティブ）ステップでは、ネイティブ Sonic プロトコルを使用して、トピックおよび
キューからメッセージを送受信できます。また、既存のメッセージを受信、変更、転送できます。

SonicMQ メッセージング（ネイティブ）では、空、テキスト、オブジェクト、バイト、メッセージ、マップ済み（拡
張）など、一般的なメッセージ タイプがすべてサポートされています。

SonicMQ メッセージング（ネイティブ）ステップは、メッセージング要件にかかわらず、単一のエディタを使用して設
定されます。入力オプションはメッセージング要件によって異なります。エディタは有効な設定のみを許可します。その
ため、一部の機能を有効にすると、その他の機能が非アクティブになる場合があります。

前提条件

このアプリケーションで DevTest を使用するには、1 つ以上のファイルを DevTest で使用できるようにする必要があり
ます。詳細については、「Third-Party ファイル要件」を参照してください。

パラメータ要件： このステップには、テスト中のアプリケーションで使用される接続パラメータ、およびサブジェクト
名が必要です。

テスト中のシステムでは、以下のパラメータが必要です。

• ブローカ ホスト
• ブローカ ポート
• ユーザ
• パスワード

環境に応じて、その他のパラメータが必要となる場合があります。これらのパラメータは、アプリケーション開発者から
入手します。

デフォルトのステップ名： SonicMQ メッセージング（ネイティブ）ステップのデフォルト名では、「Sonic #### ####
##」という命名規則が使用されます。パブリッシュ キュー名がない場合、デフォルトのステップ名は「Sonic #### ####
###」です。

別のステップがデフォルトのステップ名を使用すると、 はこのステップ名に番号を追加して一意にします。ステップ名
は、いつでも変更できます。

パラメータおよびフィールドの詳細については、「JMS メッセージング（JNDI）」を参照してください。
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SonicMQ メッセージング（JNDI）（廃止）
NOTE

このステップは廃止されました。新しいテストおよび仮想サービスを作成するには、以下を参照してくださ
い。

• JMS クライアント アセット
• JMS 送信/受信ステップ

SonicMQ メッセージング（JNDI）ステップでは、トピックおよびキューからメッセージを送受信できます。また、既存
のメッセージを受信、変更、転送できます。

SonicMQ メッセージング（JNDI）では、空、テキスト、オブジェクト、バイト、メッセージ、マップ済み（拡張）な
ど、一般的なメッセージ タイプがすべてサポートされています。

SonicMQ メッセージング（JNDI）ステップは、メッセージング要件にかかわらず、単一の  エディタを使用して設定さ
れます。入力オプションはメッセージング要件によって異なります。エディタは有効な設定のみを許可します。そのた
め、一部の機能を有効にすると、その他の機能が非アクティブになる場合があります。

前提条件

このアプリケーションで DevTest を使用するには、1 つ以上のファイルを DevTest で使用できるようにする必要があり
ます。詳細については、「Third-Party ファイル要件」を参照してください。

パラメータ要件： テスト中のアプリケーションで使用される接続パラメータ、およびサブジェクト名が必要です。デ
フォルトでは、 は JNDI サーバ URL の SONICMQ_SERVER プロパティを使用します。このプロパティを使用する場合
は、設定に追加する必要があります。環境に応じて、その他のパラメータが必要となる場合があります。これらのパラ
メータは、アプリケーション開発者から入手します。

デフォルトのステップ名： SonicMQ メッセージング（JNDI）ステップには、「Sonic #### ######」という命名規則を
使用したデフォルトの名前があります。パブリッシュ キュー名がない場合、デフォルトのステップ名は「Sonic #### ##
#####」です。

別のステップがデフォルトのステップ名を使用すると、 はこのステップ名に番号を追加して一意にします。ステップ名
は、いつでも変更できます。

パラメータおよびフィールドの詳細については、「JMS メッセージング（JNDI）」を参照してください。

webMethods ステップ
以下のステップは webMethods カテゴリで使用可能です。

webMethods ブローカ
webMethods ブローカ ステップでは、ブローカからメッセージを送受信できます。また、既存のブローカ イベント/メッ
セージを受信、変更、転送できます。

webMethods ブローカでは、ブローカ イベントを作成するマップ済み（拡張）メッセージがサポートされています。

webMethods ブローカ ステップは、メッセージング要件にかかわらず、単一のエディタを使用して設定されます。入力
オプションはメッセージング要件によって異なります。ステップ エディタは有効な設定のみを許可します。そのため、
一部の機能を有効にすると、その他の機能が非アクティブになる場合があります。

前提条件

このアプリケーションで DevTest を使用するには、1 つ以上のファイルを DevTest で使用できるようにする必要があり
ます。詳細については、「Third-Party ファイル要件」を参照してください。
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パラメータ要件： このステップには、テスト中のアプリケーションで使用される接続パラメータ、およびサブジェクト
名が必要です。以下のセクションでは、必要なパラメータについて説明しています。環境に応じて、その他のパラメータ
が必要となる場合があります。これらのパラメータは、アプリケーション開発者から入手します。

webMethods ブローカのメッセージング ステップ エディタには、ページの下部に以下の 3 つのタブがあります。

• ［ベース］タブでは、接続およびメッセージ パラメータを定義します。
• ［メッセージ データの送信］タブでは、メッセージ コンテンツを作成します。
• ［応答メッセージ］タブでは、応答メッセージを POST します。

［ベース］タブ

上記の図で示されている［ベース］タブは、以下のセクションで構成されています。
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• サーバ接続情報
• サブスクライバ情報
• パブリッシャ情報
• 返信先情報
• エラー処理およびテスト

［サーバ接続情報］および［エラー処理およびテスト］セクションは常にアクティブです。［サブスクライバ情
報］、［パブリッシャ情報］、および［返信先情報］を有効または無効にするには、各セクションの左上隅にある［有
効］チェック ボックスを使用します。このチェック ボックスを使用して、ステップをパブリッシュ ステップ、サブスク
ライブ ステップ、またはその両方に設定できます。また、ステップに返信先コンポーネントを含めることもできます。

テスト ステップの設定が完了したら、［エラー処理およびテスト］セクションの［テスト］をクリックして設定をテス
トします。

サーバ接続情報

［サーバ接続情報］セクションでは、webMethods ブローカに固有の接続情報を入力します。

テスト中のシステムに対して、4 つのパラメータを使用できます。

• ブローカ ホスト
• ホスト ポート
• ブローカ名
• クライアント ID
• クライアント グループ
この値は、使用するブローカの送信先を参照できるクライアント グループです。

• アプリケーション名
ここでブローカを使用して、アプリケーションを指定します。このパラメータはオプションであり、多くの場合、デ
バッグのためにサーバ ログで使用されます。デフォルトは「」です。このパラメータを使用することをお勧めします
が、その他のものをアプリケーション ロジックで使用する必要がある場合、それは可能です。

テスト中のシステムの変更を容易にするには、これらの値を設定のプロパティでパラメータ化します。

パブリッシャ情報

メッセージを送信（パブリッシュ）する機能を設定するには、［有効］チェック ボックスをオンにします。

以下のパラメータを入力します。

• ドキュメント タイプ
使用するドキュメント タイプの名前を入力します。

• メッセージ
プルダウン メニューから送信するメッセージのタイプを選択します。サポートされているメッセージ
は、webMethods ブローカ、オブジェクト、メッセージ、およびマップ済み（拡張）です。

• ドキュメントの事前入力を強制
選択したドキュメント タイプは検査され、メッセージは必要なフィールドと共に事前にロードされます。このチェッ
ク ボックスを使用すると、フィールドを変更し、欠落したフィールドを再追加するかどうかを決定できます。 が既存
のフィールドを同じ名前で上書きすることはありません。このプロパティは設計時のみ有効で、テストの実行時には
何も行いません。

• 配信有効
オンにすると、［配信クライアント ID］フィールドが有効になります。

• 配信クライアント ID
接続用のブローカ クライアント ID 値が NULL の場合、ブローカは識別子を自動的に生成します。値が別の接続に
よってすでに使用中の場合、エラーを返すことができます。

• エンベロープ タグ
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このパラメータにより、ブローカ イベント メッセージに env.tag プロパティを設定できます。

サブスクライバ情報

メッセージを受信（サブスクライブ）する機能を設定して有効にするには、［有効］チェック ボックスをオンにしま
す。

以下のパラメータを入力します。

• ドキュメント タイプ
使用するドキュメント タイプの名前を入力します。

• ［タイムアウト（秒）］ がメッセージの待機を中断するまでの秒数を示します。タイムアウトを設定しない場合は、
このフィールドは空白にしておきます。

• ［非同期キー］非同期メッセージを識別するために必要な値を入力します。この値は非同期モードにのみ必要です。
この値は、非同期メッセージを取得するために後続のメッセージ コンシューマ ステップで使用されます。

• ［自動変換先］ペイロードの文字列表現を返すには、ペイロード オブジェクトに対して toString() 関数を呼び出す文
字列を入力します。「xml」は、ペイロードを XML 形式で返します。

返信先情報

送信先キュー/トピックを設定するには、［有効］チェック ボックスをオンにします。

アプリケーションが送信先を必要とする場合、このセクションで設定されます。

以下のパラメータを入力します。

• 名前

トピックまたはキューの名前。［検

索］を使用して、JNDI サーバでトピックまたはキュー名を参照します。

エラー処理およびテスト

エラーが発生した場合、［エラー処理およびテスト］オプションはステップにリダイレクトします。

• 環境エラーの場合
環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指定します。
デフォルト： テストを中止する。

ステップ設定をテストするには、［テスト］をクリックします。

［メッセージ データの送信］タブ

ステップがパブリッシュのために設定されている場合、このタブでメッセージを作成できます。

［応答メッセージ］タブ

ステップがサブスクライブのために設定されている場合、応答はここに表示されます。詳細については、「JMS メッ
セージング（JNDI）」を参照してください。

デフォルトのステップ名

webMethods ブローカ ステップのデフォルト名では、「webM #### ######」という命名規則が使用されます。パブ
リッシュ キュー名がない場合、デフォルトのステップ名は「webM #### #######」です。
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別のステップがデフォルトのステップ名を使用すると、 はこのステップ名に番号を追加して一意にします。ステップ名
は、いつでも変更できます。

webMethods Integration Server サービス
webMethods Integration Server サービス ステップでは、ネイティブ Java API を介して Integration Server サービスを実
行できます。これは、HTTP トランスポートによって公開されていないサービスで動作するように IData オブジェクトを
使用して実行されます。

前提条件

このアプリケーションで DevTest を使用するには、1 つ以上のファイルを DevTest で使用できるようにする必要があり
ます。詳細については、「Third-Party ファイル要件」を参照してください。

パラメータ要件： このステップには、テスト中のアプリケーションで使用される接続パラメータ、およびサブジェクト
名が必要です。以下のセクションでは、必要なパラメータについて説明しています。環境に応じて、その他のパラメータ
が必要となる場合があります。これらのパラメータは、アプリケーション開発者から入手します。

［ベース］タブの［サーバ接続情報］

以下のパラメータを入力します。

• ホスト
ホスト名。

• ユーザ
ユーザ ID。

• SSL を使用
SSL を使用せずに記録するには、［SSL を使用］チェック ボックスをオフにしておきます。SSL を使用して記録す
るには、［SSL を使用］チェック ボックスをオンにします。

• パスワード
パスワード。

• パッケージ
サービスが存在するパッケージ。

• サービス
コールする実際のサービスの名前。

• 入力タイプ
［プロパティ］、［IData オブジェクト］、［IData の事前入力を強制］から入力タイプを選択します。

• 出力タイプ
［XML］または［IData オブジェクト］から出力タイプを選択します。

• 環境エラーの場合
環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指定します。
デフォルト： テストを中止する。

接続するには、［実行］をクリックします。オブジェクトの応答が表示されます。応答（これ自体が IData オブジェク
ト）からペイロードまたはその他のプロパティを取得するには、これを Java 実行ステップにエクスポートします。この
タスクを完了するには、 で Java ステップを作成し、プロパティからロードして、最終応答のステップ名パターンを指定
します。lisa.<ステップ名>.rsp プロパティを使用します。
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［パイプライン入力］タブ
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［パイプライン出力］タブ

デフォルトのステップ名

デフォルトの webMethods Integration Server サービス ステップ名には、「IntegrationServerInvoker #####@####」とい
う命名規則が使用されます。

別のステップがデフォルトのステップ名を使用すると、 はこのステップ名に番号を追加して一意にします。ステップ名
は、いつでも変更できます。

IBM ステップ
以下のステップは IBM カテゴリで使用できます。
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NOTE

詳細情報：

• メッセージ コンシューマ

IBM WebSphere MQ ステップ（廃止）
NOTE

このステップは廃止されました。新しいテストおよび仮想サービスを作成するには、以下を参照してくださ
い。

• ネイティブ モード、バインディング モード：
– IBM MQ ネイティブ送信/受信ステップ

• JMS モード：
– JMS クライアント アセット
– JMS 送信/受信ステップ

IBM WebSphere MQ ステップでは、トピックおよびキューに対してメッセージを送受信できます。また、既存のメッ
セージを受信、変更、転送できます。

空、テキスト、オブジェクト、バイト、メッセージ、マップ済み（拡張）など、一般的なメッセージ タイプがすべてサ
ポートされています。

IBM WebSphere MQ ステップは、メッセージング要件にかかわらず、単一のエディタを使用して設定されます。入力オ
プションはメッセージング要件によって異なります。エディタは有効な設定のみを許可します。そのため、一部の機能を
有効にすると、その他の機能が非アクティブになる場合があります。

IBM WebSphere MQ ステップのデフォルト名では、「MQ #### ######」という命名規則が使用されます。パブリッ
シュ キュー名がない場合、デフォルトのステップ名は「MQ #### #######」です。デフォルトのステップ名を別のス
テップが使用する場合、DevTest は、このステップ名に番号を追加して一意にします。ステップ名は、いつでも変更でき
ます。

前提条件

このアプリケーションで DevTest を使用するには、1 つ以上のファイルを DevTest で使用できるようにする必要があり
ます。詳細については、「Third-Party ファイル要件」を参照してください。

パラメータ要件： テスト中のシステム用の接続パラメータが必要です。以下のセクションでは、必要なパラメータにつ
いて説明しています。

IBM WebSphere MQ ステップ エディタには以下のタブが含まれます。

• ［ベース］タブでは、接続およびメッセージング パラメータを定義します。
• ［セレクタ クエリ］タブでは、キュー上のメッセージをリスンする場合に実行されるセレクタ クエリを指定できま
す。

• ［メッセージ データの送信］タブでは、メッセージ コンテンツを作成します。
• ［応答メッセージ］タブでは、応答メッセージを POST します。

NOTE
このページでは、［ベース］タブについて説明します。その他のタブの詳細については、「JMS メッセージン
グ（JNDI）」を参照してください。

IBM WebSphere MQ の［ベース］タブ

以下の図は、［ベース］タブを示しています。このタブは、以下のセクションで構成されています。

 2043

https://techdocs.broadcom.com
https://techdocs.broadcom.com


 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

• サーバ接続情報
• サブスクライバ情報
• 返信先情報
• パブリッシャ情報
• エラー処理およびテスト

［サブスクライバ情報］、［パブリッシャ情報］、および［返信先情報］を有効および無効にするには、各セクションの
左上隅にある［有効］チェック ボックスを使用します。このチェック ボックスを使用して、ステップをパブリッシュ ス
テップ、サブスクライブ ステップ、またはその両方に設定できます。また、ステップに返信先コンポーネントを含める
こともできます。

テスト ステップの設定が完了したら、［エラー処理およびテスト］セクションの［テスト］をクリックして設定をテス
トします。
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サーバ接続情報

WebSphere MQ に接続するには、以下の情報を入力します。

• ホスト名
ホストの名前。

• TCP/IP ポート
クライアント接続用のポート。

• チャネル
ルーティングおよびメッセージ バスでの管理に使用される接続プロパティ。

• キュー マネージャ
ルーティングおよび管理に使用される接続プロパティ。

• CCID
接続のオプションです。クライアント（）とサーバの間で文字変換を行う必要がある場合にのみ適用されます。

• ユーザ名
ログイン ユーザ名（該当する場合）。

• パスワード
ログイン パスワード（該当する場合）。

• クライアント モード
WebSphere MQ サーバと通信する方法を選択できます。
– JMS： JMS 仕様に基づく Pure Java 実装。この実装には、MQ の代わりに JMS トランスポート プロトコルを使
用することをお勧めします。

– ネイティブ クライアント： IBM 固有の API を使用する Pure Java 実装。
– バインディング： WebSphere MQ クライアント インストールからネイティブ ライブラリへのアクセスを必要とし
ます。 アプリケーション ランタイムで、これらのライブラリにアクセスできることを確認します。ほとんどの場
合、これらのライブラリを PATH 環境変数で使用可能にしておくことで動作します。

• セッションの共有
オンにすると、MQ ネイティブ モードでのすべての共有（接続を含む）を指定します。

パブリッシャ情報

メッセージを送信（パブリッシュ）する機能を設定するには、［有効］チェック ボックスをオンにします。

メッセージを送信する場合にコミットを実行するには、［トランザクションの使用］チェック ボックスをオンにしま
す。

以下のパラメータを入力します。

• 名前
トピックまたはキューの名前。［検

索］を使用して、JNDI サーバでトピックまたはキュー名を参照します。
• タイプ
トピックまたはキューを使用する場合に選択します。どのメッセージがキュー（の
み）で処理されるのを待機しているかを確認するには、このフィールドの右にある［参

照］を使用します。
• メッセージ
送信するメッセージのタイプを選択します。サポートされているタイプは、［なし］、［テキスト］、［オブジェク
ト］、［バイト］、［メッセージ］、および［マップ済み（拡張）］です。

• 代替キュー マネージャ

 2045



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

接続するキュー マネージャと異なる場合に、パブリッシュ キューがホストされるキュー マネージャ。
• メッセージ プロパティ
メッセージにパブリッシュ プロパティを設定できます。プロパティのリストは、クライアント モードによって異なり
ます。詳細については、WebSphere MQ のドキュメントおよび「JMS and MQ Message Properties」ナレッジ ベー
ス記事を参照してください。クライアント モードが JMS の場合、カスタム メッセージ プロパティを追加できます。

サブスクライバ情報

メッセージを受信（サブスクライブ）する機能を設定して有効にするには、［有効］チェック ボックスをオンにしま
す。

以下のパラメータを入力します。

• 名前
トピックまたはキューの名前。［検

索］を使用して、JNDI サーバでトピックまたはキュー名を参照します。
• タイプ
トピックまたはキューを使用するかどうか、および同期または非同期モードでリスンするかどうかを選択します。非
同期モードでは、［非同期キー］フィールドにもエントリが必要です。どのメッセージがキュー（のみ）で処理され
るのを待機しているかを確認するには、このフィールドの右にある［検索］をクリックします。

• タイムアウト (秒)
がメッセージの待機を中断するまでの秒数を示します。タイムアウトを設定しない場合は、このフィールドは空白に
しておきます。

• キュー モデル
MQ は、一時送信先を作成するためにこの値を必要とします。キュー モデルは MQ サーバで設定され、［一時
キュー/トピックを使用する］がオンの場合にのみアクティブになります。この場合、［返信先情報］セクションは無
効です。

• 非同期キー
非同期メッセージを識別するために必要な値を入力します。この値は非同期モードにのみ必要です。この値は、非同
期メッセージを取得するために後続のメッセージ コンシューマ ステップで使用されます。

• 持続セッション キー
ここで名前を入力することによって、持続セッションを要求します。また、そのセッションのキーも指定します。持
続セッションでは、ログアウトした後に再度ログインしても、トピックからのメッセージをすべて受信できます。

• セッション モード
ドロップダウン リストをクリックして、使用可能なオプションから適切なモードを選択します。オプションは次のと
おりです： ［自動確認応答］、［クライアント確認応答］、［トランザクションの使用］、［自動（重複 OK）］。
– 自動確認応答： セッションは、クライアントによって受信されたメッセージを自動的に確認します。
– クライアント確認応答： このオプションは、メッセージをプログラム的に確認するようにクライアントに指示し
ます。

– トランザクションの使用： メッセージを受信した場合に、トランザクションを使用してコミットを実行します。
– 自動（重複 OK）： このオプションは、メッセージの配信を確認するようにセッションに指示します。

• 一時キュー/トピックを使用する
JMS プロバイダに一時キュー/トピックを設定させるには、［一時キュー/トピックを使用する］チェック ボックスを
オンにします。一時キュー/トピックが使用される場合、一時キュー/トピックに送信するメッセージの JMS ReplyTo
パラメータが自動的に設定されます。返信を送信できるように、一時キュー/トピック機能とパブリッシャを常に一緒
に使用する必要があります。一時キュー/トピックを使用する場合、［返信先］セクションは無効です。

• ペイロードを最終応答にする
ペイロードを最終応答にするには、このオプションを選択します。

• サブスクライブに相関 ID を使用
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［サブスクライブ プロパティ］の値を使用して、受信メッセージのフィルタリングを有効にします。
• サブスクライブ プロパティ
メッセージにサブスクライブ プロパティを設定できます。詳細については、WebSphere MQ のドキュメントおよび
「JMS and MQ Message Properties」ナレッジ ベース記事を参照してください。

返信先情報

送信先キュー/トピックを設定するには、［有効］チェック ボックスをオンにします。

アプリケーションが送信先を必要とする場合、このセクションで設定されます。

以下のパラメータを入力します。

• 名前
トピックまたはキューの名前。［検

索］を使用して、JNDI サーバでトピックまたはキュー名を参照します。
• タイプ
トピックまたはキューを使用する場合に選択します。どのメッセージがキュー（の
み）で処理されるのを待機しているかを確認するには、このフィールドの右にある［参

照］を使用します。
• キュー マネージャ
（このステップで）返信先をパブリッシャと異なるキュー マネージャに設定することができます。

エラー処理およびテスト

エラーが発生した場合、［エラー処理およびテスト］セクションはステップにリダイレクトします。

• 環境エラーの場合
環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指定します。
デフォルト： テストを中止する。

ステップ設定をテストするには、［テスト］をクリックします。

IBM MQ ネイティブ送信/受信ステップ
IBM MQ ネイティブ 送信/受信ステップでは、WebSphere MQ キュー マネージャに接続して、以下のアクションを実行
できます。

• 要求メッセージの送信
• 応答メッセージの受信

NOTE
このステップは、ネイティブ モードの WebSphere MQ 用です。WebSphere MQ を JMS モードで使用してい
る場合は、JMS 送信/受信ステップと、IBM MQ JMS アセットを使用することをお勧めします。

この機能は、WebSphere MQ 5.2、6.0、7.1、8.0、および 9.0 に対してサポートされています。

前提条件

このアプリケーションで DevTest を使用するには、1 つ以上のファイルを DevTest で使用できるようにする必要があり
ます。詳細については、「Third-Party ファイル要件」を参照してください。
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ステップ エディタには、基本パラメータおよび詳細パラメータがあります。詳細パラメータを表示するには、エディタ
上部の［PRO］をクリックします。

以下の図は、ステップ エディタを示しています。詳細パラメータは表示されていません。

各パラメータには、パラメータの目的を説明するツールヒントがあります。

一部のパラメータには、オプションとして［自動］という値が含まれます。この値は、実際の設定が別のパラメータか
ら取得されることを示します。ドロップダウン矢印をクリックし、［自動］という値の上にマウス ポインタを置くと、
ツールヒントに別のパラメータの名前が表示されます。

一部のパラメータでは、値としてプロパティを入力できるようにエディタを変更できます。

値の個別のセットを提供するパラメータを使用すると、値を直接入力できるようにエディタを変更できます。たとえ
ば、［取得オプション］パラメータは、WebSphere MQ API の整数値に対応します。［取得オプション］ダイアログ
ボックスを開く代わりに、直接入力エディタに切り替え、値を入力することができます。直接入力エディタを使用する
と、値の正式なリストにない値を指定できます。

IBM MQ ネイティブ Put/Get

IBM MQ ネイティブ送信/受信ステップでは、Put 操作および Get 操作を設定するための個別の領域があります。

ステップ エディタで 2 つのキューを指定します。1 つは Put 操作用、もう 1 つは Get 操作用です。アクティブな設定か
ら IBM MQ ネイティブ キュー アセットがリストに読み込まれます。
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応答を受信せずにメッセージを送信するには、Get 操作を無効にします。最初にメッセージを送信しないでメッセージを
待機するには、Put 操作を無効にします。

両方の操作を無効にすると、ステップでは何も行われません。

応答が適切なクライアントに届くか確認するには、相関スキームを有効にします。

アセットにはそれぞれランタイム スコープがあります。IBM MQ ネイティブ送信/受信ステップでは、Put 操作および
Get 操作の最小ランタイム スコープを指定できます。スコープ パラメータは詳細パラメータです。

WebSphere MQ メッセージ記述子（MQMD）のプロパティを設定することができます。たとえば、以下のプロパティを
設定できます。

• メッセージ タイプ
• 有効期限
• 形式
• 優先度

詳細パラメータが表示されたら、ヘッダ プロパティ ラベルの右側にある［エディタを開く］をクリックし、プラス記号
をクリックしてプロパティを選択します。

IBM MQ ネイティブ RFH2 ヘッダ

ステップ エディタのコンテンツ領域には、メッセージのペイロードを設定することができます。ペイロード タイプを
IBM RFH2 ヘッダに設定することにより、RFH2 ヘッダを含めることができます。

RFH2 ヘッダの固定部分のプロパティを編集するには、RFH ヘッダ プロパティ ラベルの右側の［エディタを開く］をク
リックし、プラス記号をクリックしてプロパティを選択します。

フォルダを RFH2 ヘッダに追加するには、以下の手順に従います。

1. 詳細パラメータが表示されます。
2. RFH2 フォルダ領域でプラス記号をクリックします。
3. フォルダ タイプを選択します。

フォルダ内でプロパティを設定するフォルダ名の右側の［エディタを開く］をクリックできるようになります。

IBM MQ ネイティブ送信/受信ステップのテスト

IBM MQ ネイティブ送信/受信ステップの機能をエディタで確認することができます。

実行ログは、バックグラウンドで実行されるアクティビティの概要を示します。

以下の手順に従います。

1. ステップ エディタで、緑色の［実行］ボタンをクリックします。
2. ステップを実行している間にキャンセルするには、［キャンセル］をクリックします。
［応答］タブには、操作完了時に受信した応答データが表示されます。

3. ステップのアクティビティを表示するには、［実行ログ］をクリックします。
4. アセット インスタンスをモニタするには、［ランタイム モニタ］をクリックします。
5. 送信された要求を表示するには、［要求］タブをクリックします。

キャッシュされたアセット インスタンスのモニタおよびクローズ

IBM MQ ネイティブ送信/受信ステップをテストする場合、［応答］タブのランタイム モニタによってアセット インスタ
ンスをモニタできます。アセットは手動で閉じることもできます。

以下の図は、ランタイム モニタの例を示しています。
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デフォルトでは、ランタイム モニタは閉じられたアセットを自動的に削除します。以下の手順で、この動作を無効にし
ます。

以下の手順に従います。

1. ［応答］タブで、［ランタイム モニタ］をクリックします。
2. ［クリア］ボタン内に表示されるチェック ボックスをオフにします。
3. ステップを再実行します。
ランタイム モニタにステップの実行中に作成されたアセットが表示されます。

4. 以下の情報を確認します。
– 名前： アセットの名前。
– タイプ： アセットのタイプ。
– スコープ： アセットのランタイム スコープに対応するテスト ステップ、テスト ケース インスタンス、テスト
ケース、または  コンポーネントの名前。この値には、スコープを示すツールヒントがあります。

– ステータス： 緑色はアセットがアクティブであることを示します。黄色はアセットがアイドル状態であることを
示します。灰色はアセットが閉じられていることを示します。

5. アセットの詳細を表示するには、ステータス アイコンをクリックします。
6. アセットをすぐに閉じるには、ステータス アイコンをクリックし、［閉じる］または［強制的にクローズ］を選択し
ます。

7. アセットのセットを閉じるには、［強制的にクローズ］をクリックします。

RabbitMQ ステップ
以下のステップは、RabbitMQ カテゴリで使用できます。

• RabbitMQ 送信/受信ステップ

 

RabbitMQ 送信/受信ステップ
このステップでは、RabbitMQ でメッセージを送受信できます。

以下の図は、ステップ エディタを示しています。詳細パラメータは表示されていません。
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各パラメータには、パラメータの目的を説明するツールヒントがあります。

一部のパラメータには、オプションとして［自動］という値が含まれます。この値は、実際の設定が別のパラメータか
ら取得されることを示します。ドロップダウン矢印をクリックし、［自動］という値の上にマウス ポインタを置くと、
ツールヒントに別のパラメータの名前が表示されます。

RabbitMQ および対応するアセットの概念の詳細については、「RabbitMQ アセット」を参照してください。

前提条件

このアプリケーションで DevTest を使用するには、1 つ以上のファイルを DevTest で使用できるようにする必要があり
ます。詳細については、「Third-Party ファイル要件」を参照してください。

送信と受信

RabbitMQ 送信/受信ステップには、送信操作と受信操作を設定するための個別の領域があります。

ステップ エディタで 2 つのキューを指定します。1 つは送信操作用、もう 1 つは受信操作用です。アクティブな設定か
ら RabbitMQ キューおよび一時キューのアセットがリストに読み込まれます。

アセットにはそれぞれランタイム スコープがあります。RabbitMQ 送信/受信ステップでは、送信操作および受信操作の
最小ランタイム スコープを指定できます。スコープ パラメータは詳細パラメータです。
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メッセージ プロパティ

RabbitMQ のメッセージは、ヘッダ データとペイロードで構成されます。

JMS と同様に、ヘッダ データにカスタム プロパティを追加できます。

WebSphere MQ と同様に、ペイロードはテキストまたはバイナリです。内部的には、ペイロードはバイナリとして格納
されます。

JMS や WebSphere MQ と同様に、ヘッダ フィールドはメッセージ ID、相関 ID、および返信先に使用できます。

JMS および WebSphere MQ とは異なり、RabbitMQ はメッセージ ID、相関 ID、および返信先のフィールドについては
何も指定しません。これらのフィールドは、利便性のために提供されます。RabbitMQ 自体は、フィールドが使用される
かどうかや、使用方法について考慮しません。

メッセージ ID については、メッセージにはメッセージ ID が自動的に割り当てられません。必要な場合、アプリケー
ションはメッセージを送信する前にこのフィールドに入力する必要があります。また、アプリケーションは、メッセージ
ID の一意性も判断します。

返信先についても、このフィールドにクライアント側でどのように値が入力され、サービス側でどのように解釈されるか
は、アプリケーションに一任されています。このフィールドには、応答キューの名前、ルーティング キー、または全く
異なる内容を含めることができます。

メッセージの内容

RabbitMQ 送信/受信ステップでは、メッセージの内容を指定できます。以下のタイプをサポートしています。

• XML ドキュメント
• DevTest プロパティ リファレンス
• テキスト
• グラフィック イメージ
• バイナリ
• IBM RFH2 ヘッダ
• IBM MQMD ヘッダ
• JSON ドキュメント
• EDI ドキュメント

相関スキーム

以下の相関スキームが使用可能です。

• デフォルトの返信先
• RabbitMQ ダイレクト
• RabbitMQ トピック
• RabbitMQ ヘッダ
• RabbitMQ ペイロード

デフォルトの返信先

最も単純な相関スキームは、技術的にはそのように呼ばれません。RabbitMQ 送信/受信ステップのデフォルトの動作で
す。

要求メッセージの返信先フィールドには、応答キューの名前が格納されます。一時キューであるかどうかは問いません。
さらに、サービスがデフォルトの交換を使用してそのキューに応答を直接返信することが前提となっています。これは、
他のメッセージング プロバイダの一般的な返信先スキームに対応しています。
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RabbitMQ ダイレクトおよび RabbitMQ トピック

この相関スキームでは、要求メッセージの返信先フィールドに、一部のダイレクトまたはトピック交換に対する応答
キューをバインドするために使用された正確なルーティング キーが含まれています。サービスが、要求の返信先フィー
ルドからその応答に使用されたルーティング キーをコピーすることが前提となっています。また、応答を送信するとき
に使用するダイレクトまたはトピック交換をサービスが認識していることが前提となっています。

RPC をサポートするために、ダイレクトおよびトピック交換が基本的に同じように動作することを前提としています。
つまり、ルーティング キーは、応答キューのバインディングと応答メッセージの間で正確に一致します。

応答キューに明示的な交換が指定されていない場合、デフォルトで amq.direct または amq.topic が使用されます。ま
た、ルーティング キーを生成することができ、メッセージおよびキューのバインディング パラメータが自動的に設定さ
れます。これにより、要求メッセージで同じ返信先フィールドが使用されるため、デフォルトの返信先の動作がオーバー
ライドされます。

ダイレクトおよびトピックは、RabbitMQ 送信/受信ステップにおいて 2 つの個別の相関スキームとなっていますが、こ
れは単に混乱を避けるためです。これらのスキームは、デフォルトの交換名を除いてほぼ同じです。

RabbitMQ ヘッダ

この相関スキームでは、相関に使用される 1 つのプロパティが要求メッセージに含まれています。サービスがそのプロ
パティ値をそのまま応答メッセージにコピーすることが前提となっています。また、応答を送信するときに使用するヘッ
ダ交換をサービスが認識していることが前提となっています。

応答キューに明示的な交換が指定されていない場合、デフォルトで amq.headers が使用されます。また、値を生成する
ことができ、メッセージおよびキューのバインディング パラメータが自動的に設定されます。これにより、ヘッダ交換
でルーティング キーが使用されないため、デフォルトの返信先の動作がオーバーライドされます。

指定する必要があるのはプロパティ名と、応答メッセージのプロパティ名（要求と異なる場合）だけです。

RabbitMQ ペイロード

JMS および MQ と同様に、RabbitMQ とのペイロード ベースの相関があります。このスキームの動作は、その他のプロ
バイダの場合とまったく同じです。

RabbitMQ 送信/受信ステップのテスト

エディタで RabbitMQ 送信/受信ステップの機能を確認できます。

実行ログは、バックグラウンドで実行されるアクティビティの概要を示します。

以下の手順に従います。

1. ステップ エディタで、緑色の［実行］ボタンをクリックします。
2. ステップを実行している間にキャンセルするには、［キャンセル］をクリックします。
［応答］タブには、操作完了時に受信した応答データが表示されます。

3. ステップのアクティビティを表示するには、［実行ログ］をクリックします。
4. アセット インスタンスをモニタするには、［ランタイム モニタ］をクリックします。
5. 送信された要求を表示するには、［要求］タブをクリックします。

キャッシュされたアセット インスタンスのモニタおよびクローズ

RabbitMQ 送信/受信ステップをテストする場合、［応答］タブのランタイム モニタによってアセット インスタンスをモ
ニタできます。アセットは手動で閉じることもできます。

デフォルトでは、ランタイム モニタは閉じられたアセットを自動的に削除します。以下の手順で、この動作を無効にし
ます。
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以下の手順に従います。

1. ［応答］タブで、［ランタイム モニタ］をクリックします。
2. ［クリア］ボタン内に表示されるチェック ボックスをオフにします。
3. ステップを再実行します。
ランタイム モニタにステップの実行中に作成されたアセットが表示されます。

4. 以下の情報を確認します。
– 名前： アセットの名前。
– タイプ： アセットのタイプ。
– スコープ： アセットのランタイム スコープに対応するテスト ステップ、テスト ケース インスタンス、テスト
ケース、または  コンポーネントの名前。この値には、スコープを示すツールヒントがあります。

– ステータス： 緑色はアセットがアクティブであることを示します。黄色はアセットがアイドル状態であることを
示します。灰色はアセットが閉じられていることを示します。

5. アセットの詳細を表示するには、ステータス アイコンをクリックします。
6. アセットをすぐに閉じるには、ステータス アイコンをクリックし、［閉じる］または［強制的にクローズ］を選択し
ます。

7. アセットのセットを閉じるには、［強制的にクローズ］をクリックします。

SAP ステップ
以下のステップは SAP カテゴリで使用できます。

SAP RFC 実行
SAP RFC 実行ステップでは、SAP システムに接続して RFC （リモート ファンクション コール）を実行できます。

前提条件

このアプリケーションで DevTest を使用するには、1 つ以上のファイルを DevTest で使用できるようにする必要があり
ます。詳細については、「Third-Party ファイル要件」を参照してください。

SAP RFC 実行ステップを作成する方法

1. アプリケーション サーバまたはメッセージ サーバのいずれかの接続情報が含まれる送信先アセットを選択します。
2. メッセージ サーバを使用している場合

Windows で、C:\Windows\System32\drivers\etc\services の sapmsCR2 3600/tcp ファイルの末尾に以下の行を追加し
ます。
Linux で、/etc/services の sapmsCR2 3600/tcp の末尾に以下の行を追加します。
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3. SAP RFC 実行ステップ エディタで以下のパラメータを入力します。RFC 入力パラメータにプロパティを使用できま
す。
– RFC 名フィルタ

RFC 関数名をフィルタするには、フィルタ値を入力します。フィルタ値には、ワイルドカード文字（*）を含める
ことができます。［RFC 名］フィールドのドロップダウン矢印をクリックすると、フィルタによって絞り込まれ
た RFC 名を取得するために、 が SAP システムに要求を送信し、フィールドに入力します。
RFC 関数名を選択または入力すると、 は SAP システムに要求を送信して、RFC 関数の入力パラメータを取得し
ます。各パラメータのキーと説明の両方が、SAP システムから返されます。ほとんどのパラメータには説明があ
りますが、説明がないパラメータもあります。パラメータ値を入力してから、RFC 関数を実行できます。

– RFC 名
– インポート パラメータ

• 名前
パラメータの名前

• 説明
パラメータの説明

• 値
パラメータの値
値列の各テーブル セルは、使用可能なプロパティのドロップダウン リストです。

– テーブル パラメータ
• 名前
パラメータの名前

• 説明
パラメータの説明

• 値
パラメータの値
値列の各テーブル セルは選択可能なプロパティを示すドロップダウンです。

– 環境エラーの場合
環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指定します。
デフォルト： テストを中止する。

4. ［テスト］をクリックすると、［応答］タブにデータが入力されます。このタブには、XML および DOM ツリーの出
力用のサブタブが含まれます。

SAP IDoc 送信側システム
SAP IDoc 送信側システム ステップでは、SAP システムに接続して SAP IDoc を送信できます。

前提条件

このアプリケーションで DevTest を使用するには、1 つ以上のファイルを DevTest で使用できるようにする必要があり
ます。詳細については、「Third-Party ファイル要件」を参照してください。

SAP IDoc 送信側システム ステップを作成する方法

1. アプリケーション サーバまたはメッセージ サーバのいずれかの接続情報が含まれる送信先アセットを選択します。
2. メッセージ サーバを使用している場合

Windows で、C:\Windows\System32\drivers\etc\services の sapmsCR2 3600/tcp ファイルの末尾に以下の行を追加し
ます。
Linux で、/etc/services の sapmsCR2 3600/tcp の末尾に以下の行を追加します。

3. SAP IDoc 送信側システム ステップ エディタで以下のパラメータを入力します。
– 環境エラーの場合
環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指定します。
デフォルト： テストを中止する。
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4. SAP サーバへの接続をテストするには、［テスト接続］をクリックします。
5. ファイル ロケータを表示するには、［ファイルから IDoc を読み取る］をクリックします。IDoc の場所に移動し、そ
れを選択します。
SAP IDoc では、XML および RAW テキスト形式がサポートされています。

SAP IDoc ステータス取得
SAP IDoc ステータス取得ステップでは、SAP システムに接続して、IDoc の完了または指定された間隔の終了ま
で、SAP IDoc のステータスを定期的にポーリングできます。

前提条件： このアプリケーションと共に  を使用するには、1 つまたは複数のファイルを  で使用可能にする必要があり
ます。詳細については、「Third-Party ファイル要件」を参照してください。

SAP IDoc ステータス取得ステップを作成する方法

1. アプリケーション サーバまたはメッセージ サーバのいずれかの接続情報が含まれる送信先アセットを選択します。
2. メッセージ サーバを使用している場合

Windows で、C:\Windows\System32\drivers\etc\services の sapmsCR2 3600/tcp ファイルの末尾に以下の行を追加し
ます。
Linux で、/etc/services の sapmsCR2 3600/tcp の末尾に以下の行を追加します。
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3. SAP IDoc ステータス取得ステップ エディタで以下のパラメータを入力します。SAP 入力パラメータにプロパティを
使用できます。
– タイムアウト (秒)

SAP IDoc ステータスのポーリング操作の期間
– ポーリング間隔（秒）

SAP IDoc ステータスのポーリング操作の頻度
たとえば、デフォルト値を使用すると、SAP IDoc ステータス取得ステップは 30 秒ごとに 合計 10 分間、IDoc ス
テータスをポーリングします。IDoc が期間内に完了した場合、SAP IDoc ステータス取得ステップは 10 分間を待
たずにすぐに停止します。

– SAP トランザクション ID
英数字のトランザクション ID、または  プロパティ。SAP IDoc 送信側システム ステップをこの IDoc ステータス
取得ステップの前に使用する場合は、デフォルトの プロパティ {{lisa.SAP_TRANSACTION_ID}} を使用します。

– 環境エラーの場合
環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指定します。
デフォルト： テストを中止する。

– タイムアウトの場合
タイムアウトの場合に実行するステップまたは実行するアクションを選択します。

4. SAP サーバへの接続を検証するには、［テスト接続］をクリックします。

仮想サービス環境ステップ
Service Virtualization テスト ステップについては、「VSM の編集」を参照してください。

CAI ステップ
以下の手順は CAI カテゴリで使用できます。

 

トランザクション フレームの実行
トランザクション フレームの実行ステップでは、 Java エージェントでトランザクション フレームを実行できます。

このステップはテスト中のシステムの機能を検証する場合に役立ちますが、パブリック アクセス ポイントはありませ
ん。また、このステップは、自動的にベースラインに含めることができます。

このステップは、エージェントがキャプチャできる任意のタイプのトランザクション フレームで使用できます。

NOTE

webMethods を使用している場合は、代わりに webMethods トランザクション フレームの実行ステップを使用
します。

テスト ケースにステップを手動で追加する場合は、以下のいずれかを実行します。

• トランザクションのインポート
• フレームを検索するプロパティの指定

両方を実行すると、 は、プロパティをまず確認し、プロパティがフレームを参照していない場合にのみ、インポートさ
れたトランザクションを実際のフレームまたはその XML 表現のいずれかとして使用します。フレームは、XML ファイル
または ZIP ファイルからインポートできます。 ポータルからのエクスポートによって、フレームを取得できます。

以下の図は、このステップの初期ビューを示しています。フレームを指定するには、［インポート］をクリックします。
インポート プロセスで、インポートされたフレームの応答に対するアサーションを作成し、それをステップに自動的に
追加するには、［インポート］をクリックする前に［アサート］チェック ボックスをオンにします。
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インポートが成功すると、3 つのタブが追加されます。

• State
• 要求
• 応答

これで、フレームを設定および呼び出すことができます。

以下の図は、フレームがインポートされた後のステップを示しています。
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上部には、以下の項目があります。

• 実行エージェント
フレームを実行するエージェント。ドロップダウン リスト内のエージェントの色は、それがアクティブかどうかを
示します。エージェントがアクティブな場合にのみ、このエディタからの実行は動作します。コンテンツをリフレッ
シュするには、ドロップダウン リストの右側にある［リフレッシュ］をクリックします。プロパティも指定できま
す。

• フレーム プロパティ
ステップが実行された場合に、実行するフレームが取得されるプロパティ。このフィールドは、 ポータルが作成する
統合ベースライン テストに対して自動的に入力されます。

• クラス名
メソッドのクラスの名前。

• メソッド名
エージェントがインターセプトしたメソッドの名前。

［状態］タブには、基のプロトコルで必要なメタデータが含まれます。たとえば、EJB フレームの状態には JNDI ルック
アップ情報が含まれます。実行の前に状態を変更できます。

［要求］タブには、フレームのメソッドに対する入力が含まれます。実行の前に要求を変更できます。

［状態］および［要求］タブの見出しバーは、表示されているペイロードのタイプを示します。見出しバーの右のアイコ
ンをクリックして適切なタイプを選択することにより、ペイロード タイプを変更できます。

［応答］タブは、フレームの呼び出しから予期される応答と、実際の応答と比較します。その形式は、グラフィカル
XML 比較アサーションと同じです。

下部には、以下の項目があります。

• 環境エラーの場合
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環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指定します。
デフォルト： テストを中止する。

• 実行
現在選択されているエージェントに対してフレームを呼び出します。このボタンを使用すると、エディタでステップ
が正しく設定されていることをテストできます。

• インポート
フレームをインポートします。

• アサート
応答を検証するステップにアサーションを追加します。アサーションは、いつフレームをインポートするかです。

• クリア
インポートされたフレームを削除します。

webMethods トランザクション フレームの実行
Execute webMethods トランザクション フレーム ステップは、トランザクション フレームの実行ステップに基づいてい
ます。上部には、以下の追加項目があります。

• Integration Server ポート
webMethods Integration Server のポート番号。

• SSL を使用
webMethods Integration Server への接続に SSL を使用するかどうかを示します。

前提条件

このアプリケーションで DevTest を使用するには、1 つ以上のファイルを DevTest で使用できるようにする必要があり
ます。詳細については、「Third-Party ファイル要件」を参照してください。

カスタム拡張ステップ
以下のステップはカスタム拡張カテゴリで使用できます。

カスタム テスト ステップの実行
カスタム テスト ステップの実行ステップでは、ユーザのチームがソフトウェア開発キット（SDK）を使用して作成した
テスト ステップを実行します。このステップについては、「SDK の使用」で説明しています。

JavaScript ステップ（非推奨）
NOTE
JavaScript ステップは非推奨となっています。代わりに、スクリプト実行（JSR-223）ステップを使用しま
す。

JavaScript ステップは、いくつかの関数またはプロシージャを実行する Java スクリプトを作成および実行する柔軟性
を提供します。スクリプトは BeanShell インタープリタを使用して実行されます。テスト ケースのすべてのプロパティ
（ビルトイン オブジェクトを含む）にアクセスできます。

前提条件： BeanShell についての知識。BeanShell の詳細については、http://www.beanshell.org/ を参照してください。

このステップには、スクリプト エディタがあります。［利用可能なオブジェクト］リストの項目をダブルクリックする
と、その変数名がエディタに貼り付けられます。

スクリプトで公開される最後の値は、このステップの応答として保存されます。

以下の図は、スクリプト エディタを示しています。このスクリプトには、以下のステートメントが含まれます。
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• 新しい Date オブジェクトが作成され、現在の日時に初期化されます。
• このオブジェクトは、 の公開オブジェクトの 1 つである testExec を使用して、新しいプロパティ newProp に格納さ
れます。詳細については、「SDK の使用」を参照してください。

• Date オブジェクトの toString() 値がステップの応答として設定されます。

［テスト］ボタンを使用すると、スクリプトをテストできます。スクリプトの実行結果または発生したエラーを説明する
エラー メッセージが表示されます。

プロパティ名の構文は柔軟で、スペースを含めることができます。有効な Java 識別子でないプロパティ名は、このス
テップでの使用のために変換されます。無効な文字はアンダースコア（_）で置換されます。

プロパティ {{exampleprop}} をスクリプトに使用すると、 は、スクリプト実行前に、実行時の実際のプロパティ値の代
わりに、これらのプロパティを使用します。

名前に「.」が含まれるプロパティは、スクリプト環境へのインポート時に「.」が「_」で置換されます。したがって、
スクリプト内の {{foo.bar}} は、foo_bar と同じです。

スクリプト ステップまたはアサーションの内部にログ イベントを作成できます。testExec オブジェクトが役立ちます。
ログ イベントを生成するには、log4j ロガーを使用する代わりに、以下をコード化します。testExec.log() オブジェクト
によって実際のイベントが発生し、ITR でそれを参照できます。

testExec.log("Got here"); 

実行されたテスト ケースのスクリプト インスタンスは 1 つのみです。同じテスト ケースまたはサブプロセスに複数の
Java スクリプト ステップがある場合、 は、同じインスタンスを使用してテスト ケース全体を実行します。

デフォルトでは、変数はインスタンスに対してグローバルです。この動作はサブプロセスに拡張されます。

変数のスコープをローカルにする場合は、中かっこで囲んでコードを記述します。以下に例を示します。

{

     String var= "local";

     return var;

}

サブプロセスのパラメータ名は、グローバル変数として扱われます。

スクリプト実行（JSR-223）ステップ
スクリプト実行（JSR-223）ステップでは、いくつかの関数またはプロシージャを実行するスクリプトを記述して実行で
きます。以下のものから選択できます。

• Applescript （OS X 用）
• Beanshell
• Freemarker
• Groovy
• JavaScript
• 速度

追加のスクリプト言語を使用するには、「追加のスクリプト言語の有効化」を参照してください。
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テスト ケースのすべてのプロパティ（ビルトイン オブジェクトを含む）にアクセスできます。

以下のフィールドに入力します。

• 環境エラーの場合
環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指定します。
デフォルト： テストを中止する。

• Script Language
使用するスクリプト言語を指定します。
値:
– Applescript （OS X 用）
– Beanshell
– Freemarker
– Groovy
– JavaScript
– 速度
デフォルト： Beanshell

• Copy properties into scope
ステップで使用するためにダウンロードするプロパティを指定できます。
値:
– Test state and system properties： テスト ケースおよびシステムのすべてのプロパティ
– Test state properties： テスト ケースに関する情報を提供するプロパティ
– TestExec and logger only： TestExec およびロガーのプロパティのみ
デフォルト： Test state properties

スクリプト実行の結果または発生したエラーの説明が表示されるウィンドウを開くには、［テスト］をクリックします。

{{式}} を使用するどの場所でも、以下の構文を使用してスクリプト言語を指定できます。

 {{=%language%}}

例は、サンプル プロジェクトのスクリプト テスト ケースにあります。

デフォルトのスクリプト言語は、lisa.scripting.default.language プロパティを使用して設定します。

NOTE

TestExec オブジェクトのインスタンスを（スクリプトの TestExec.setStateValue メソッドを使用して）状態
マップに追加することはできません。

不透明データ リスナ ステップ
不透明データ リスナ ステップは、サーバ アプリケーションへの TCP/IP 接続をシミュレートするために使用します。こ
のステップは、仮想 TCP/IP リスナ ステップの拡張です。このステップは、受信 TCP/IP トラフィックをリスンし、再生
時にレスポンスを判断するために ODP アルゴリズムが解釈できる要求形式に変換します。

以下のフィールドに入力します。

• リスン ポート
が不透明データ トラフィックをリスンするポートを入力します。

• バインド アドレス
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接続を受信できるローカル IP アドレスを入力します。バインド アドレスを指定しない場合、リスン ステップは、接
続を受信する NIC （または IP アドレス）に関係なく、指定されたポートで接続を受け入れます。

• クライアントに SSL を使用
がレコーディングと再生中に SSL サーバとして動作している場合にカスタム キーストアを使用するかどうかを指定
します。
– ［クライアントに SSL を使用］を選択した場合は、クライアントと仮想サービスの間で HTTPS 接続が使用され
ます。カスタムのサーバ側キーストア ファイルおよびそれに関連付けられているパスワードも指定できます。

– ［クライアントに SSL を使用］を選択しない場合は、クライアントと仮想サービスの間で HTTP 接続が使用され
ます。

• SSL キーストア ファイル
サーバ側キーストア ファイルの名前を指定します。 は、クライアントからの HTTPS 接続を処理する場合は、この
キーストアを使用します。
デフォルトでは、ssl.server.cert.path プロパティがサーバ側キーストア ファイルに使用されます。このプロパティ
は、ドロップダウン リストの［デフォルト］セクションからも選択できます。

• キーストア パスワード
指定したサーバ側キーストア ファイルに関連付けられたパスワードを指定します。
［パスワード エディタ］オプションを使用してパスワードを直接指定するか、 プロパティ参照エディタ オプション
を使用してパスワードを提供するために評価されるプロパティ式を指定できます。
デフォルトでは、プロパティ式 {{ssl.server.cert.pass}} がサーバ側キーストア パスワードに使用されます。このプ
ロパティ式は、ドロップダウン リストの［デフォルト］セクションからも選択できます。

• 要求をテキストとして処理
要求がテキストとして処理されるかどうかを指定します。詳細については、「TCP の仮想化」を参照してください。

• 要求エンコーディング
が実行されているマシンで使用可能な要求エンコーディングのリストを示します。デフォルトは UTF-8 です。

• 要求区切り文字
使用する要求区切り文字を選択します。一部の区切り文字では、追加情報を入力する必要があります。たとえ
ば、［正規表現はレコードと一致］を選択した場合、一致させる正規表現も指定する必要があります。

• ステップ応答を XML としてフォーマット
VSE フレームワークは、応答ステップが以下のいずれかを受け入れることを想定しています。
– 応答オブジェクト
– 応答オブジェクトのリスト
– いずれかを表す XML ドキュメント
このチェック ボックスがオフの場合、このステップでは応答オブジェクトのリストが作成されます。リストに応答が
1 つしか含まれていない場合でも、リストが作成されます。
デフォルト： ステップ応答は XML として整形されます。

• 環境エラーの場合
環境エラーのためにテストが失敗した場合に実行するアクションまたは移動するステップを指定します。
デフォルト： テストを中止する。

 2065



 DevTest Solutions 10.7 - Japanese - Japan

接続

このセクションでは、DevTest Solutions コミュニティ、製品別サポート ページ、研修サービス オファリング、およびそ
の他のリソースへのクイック リンクを提供します。

ユーザ コミュニティ

サポート

• Application Test
• Service Virtualization
• Application Insight

Web キャスト、成功事例、ホワイト ペーパー、デモなど

• Application Test
• Service Virtualization

DevTest Solutions の研修およびトレーニング
わずか 1 時間のトレーニングで、5 時間の生産性の損失が発生しなくなります。トレーニングを受けたユーザからのサ
ポートコールは 35% 少なくなります。きちんとトレーニングを受けたチームは、テクノロジへの投資からより多くの価
値を引き出すこともできます。

チームが DevTest 投資を活用して、Broadcom 研修サービス オファリングや Broadcom ラーニング サブスクリプション
により、現在そして将来のビジネス ニーズを満たせることを確認します。

Broadcom 研修を利用したお客様のチームの強化

Broadcom ソフトウェアへの投資により、局面を打開し、測定可能な結果を出すことができます。以下のことを実現する
には、Broadcom 研修サービスが役立ちます。

• 製品の失敗のリスクを低減させる。
• ユーザの適応性と生産性を向上させる。
• 外部サポートへの依存を低減させる。
• CA 投資の ROI を加速する。
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BlazeMeter University

ラーニング エクスペリエンスを始めましょう。BlazeMeter で利用できる以下のコースは、主なユース ケースをカバー
し、製品に慣れるのに役立ちます。コースの最後に試験を受けると、修了証と仮想バッジを受け取ることができます。

Service Virtualization の基礎

このコースのビデオは、最も一般的な方法を使用して仮想サービスを作成する方法と、その仮想サービスを編集、展開、
共有、監視する方法について説明します

開発者向け Service Virtualization

このコースのビデオは、仮想サービスを開発プロセスに組み込む方法を学習するのに役立ちます。
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コースには、自分のペースで進められる多様なデリバリ オプションがあります。従来のインストラクタ形式のクラスや
仮想指導形式のクラスもあります。オファリングの完全なリストについては、DevTest Solutions ソリューション ラーニ
ング パスを参照してください。

Learning@Broadcom プラットフォーム

アプリ テストや特定の仮想化（JMS、SAP）などのコアでないユース ケースの詳細な Web ベースのトレーニング、イ
ンストラクター主導のトレーニングやラボをお探しの場合は、［Learning@Broadcom プラットフォーム］を参照してく
ださい。

ビデオ

DevTest Solutions に関する知識を深めるには、CA Technologies （a Broadcom Company）が YouTube で提供している
ビデオをご覧ください。

• Service Virtualization のインストールおよび設定
• 開発者向け Service Virtualization ツールキット

［Service Virtualization オンボーディング プレイリスト］のビデオもご覧ください。
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使用状況データ（テレメトリ）

製品を設定して、テレメトリ データ（製品の使用状況およびシステム設定データ）を収集して Broadcom に送信するこ
とができます。Broadcom に使用状況データを送信する方法は、このページの情報を使用します。

ポートフォリオ使用許諾契約（PLA）サブスクリプションでこの製品の使用を許諾されている場合、製品固有の使用状況
データを収集して送信するように設定する必要があります。この製品を標準ライセンスで使用を許諾されている場合、こ
の製品が使用状況データを収集して送信することに同意できます。デフォルトでは、この製品は使用状況データを収集し
て送信しません。

製品のレポートオプションは以下のとおりです。

• 使用状況データを自動的にレポート
• 使用状況データを手動でレポート（クローズド ネットワーク）

収集するデータ

使用状況データ情報は、Broadcom に安全に転送されます。データには、監視対象のデバイスの数が含まれます。GDPR
の対象となる個人識別情報（PII）は送信されません。

NOTE

指定した時間の任意の時点で VSE がパフォーマンス モードであった場合、VSE はその時間にパフォーマンス
モードであったと見なされます。

名前 説明

製品 この製品または製品ファミリの識別子
インスタンス ID 単一のインストールまたは環境を表す製品生成の一意の ID
収集された日付 yyyy-MM-dd 形式を使用
製品バージョン 製品モデルとバージョン
サイト ID お客様のエンタープライズ サポート サイト ID
ライセンス インストールされている製品ライセンスのサマリ
使用方法 レポート期間中に使用された最大メータ数
シリアル番号 お客様の特定の権利（使用許可および期間）を Broadcom 製品に関連付ける値で、通常

はライセンスに含まれます
製品固有の SKU
CAI パワー ユーザ 各カレンダ日の同時 CAI パワー ユーザの最大数。
ファンクショナル トランザクション ファンクショナル VSE トランザクションの数（前月比）。この数字は 1 か月間にわ

たって収集され、その後 23,000 で除算されて、トランザクション パック数を取得しま
す。

パフォーマンス VSE 各カレンダ日の同時パフォーマンス VSE の最大数。
SV パワー ユーザ 各カレンダ日の同時 SV パワー ユーザの最大数。
テスト パワー ユーザ 各カレンダ日の同時テスト パワー ユーザの最大数。

ライセンスされたメトリックの計算方法

ファンクショナル トランザクションは、ファンクショナル モードの VSE に展開されたアクティブな仮想サービスに対
して行われた API コールを測定します。Service Virtualization ファンクショナル トランザクションは、1 か月あたりのト
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ランザクション数およびパック数によってライセンスされます。トランザクションの合計数は 1 か月間にわたって収集
され、その後 23,000 で除算されて、トランザクション パック数を取得します。

たとえば、1 か月 30 日間に 1 日 10,000 件のトランザクションがある場合、1 か月あたり合計 300,000 件のトランザク
ションがあります。トランザクション合計は 23,000 で除算され、トランザクション パックが計算されます。この例で
は、トランザクション パックの数は 13.04 （300,000 / 23,000）、つまり 14 トランザクション パックです。部分的なト
ランザクション パックはなく、値は次の整数に繰り上げられます。 

パフォーマンス VSE は、同時アクティブ コピーの数によってライセンスされ、同時にインストールされ実行されている
ソフトウェア プログラムの各コピーに基づいて計算されます。各カレンダ日の同時パフォーマンス VSE の最大数が毎日
送信されます。

SV パワー ユーザ - Broadcom ソフトウェア内でサービス仮想化機能をフルに使用およびアクセスできる同時ユーザを意
味します。各カレンダ日に同時 SV パワー ユーザの最大数が送信されます。

テスト パワー ユーザ - Broadcom ソフトウェア内で Application Test 機能をフルに使用およびアクセスできる同時ユーザ
を意味します。各カレンダ日に同時 Application Test パワー ユーザの最大数が送信されます。

使用状況データを自動的にレポートする方法

以下の手順に従います。

1. ブラウザでエンタープライズ ダッシュボードにアクセスします。
http://hostname:1506

2. 歯車アイコンをクリックして、［データ使用状況設定］を選択します。
［データ使用状況設定］ダイアログ ボックスが表示されます。

3. 以下のフィールドに必要な変更を加えます。
– 会社ドメイン：  company.com など、お客様のドメイン名を識別するためにお客様が指定する文字列。これは完全
な電子メール アドレスではありません。

– 企業サイト ID： サポートへのアクセスに使用するお客様の企業サイト ID。登録済みサポート ユーザ
は、Broadcom/CA サポート ポータルからサイト ID を取得できます。

– 内部識別子： お客様の内部使用（グループへの請求など）で内部グループや請求エリアを識別するためにお客様
が指定する文字列。

4. 使用状況データ用にプロキシを使用するには、［使用状況データの送信にプロキシを使用］を選択し、プロキシ URI
および関連付けられているユーザ名とパスワードを入力します。
– 使用状況データの送信にはデフォルトでポート 443 が使用されます。そのポートが使用できない場合は、プロキ
シ URI を入力します。

5. ［アクティブ化］をクリックします。
選択内容が保存されます。

6. ［閉じる］をクリックします。

製品内でのデータの使用状況を確認するには、「DevTest ソリューション使用状況監査レポート」を参照してください。

NOTE
dradis.properties ファイルに以下のプロパティを追加することで、PLA 設定の詳細を手動で設定することもで
きます。
pla.enterprise.site.id= 

pla.internal.identifier= 

pla.used=true 

pla.company.domain= 

pla.proxy.used=

NOTE
データを Broadcom テレメトリ サービスに送信できない場合、会社のファイアウォール ルールがホスト
telemetry.broadcom.com へのトラフィックを許可していることを確認する必要があります。
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使用状況データを手動でレポートする方法（クローズド ネットワーク）

以下の手順を使用して、テレメトリの使用状況を手動でレポートできます。お客様が PLA 顧客であり、使用状況を自動
的にレポートするようにテレメトリを設定できない正当な理由がある場合にのみ、使用状況を手動でレポートできます。

PLA 顧客のテレメトリ要件の一部として、以下のメトリックについてレポートする必要があります。

• CAI パワー ユーザ
• SV パワー ユーザ
• テスト パワー ユーザ
• SV パフォーマンス VSE
• SV ファンクショナル VSE トランザクション数

必要なレポートをダウンロードするには、以下の手順に従います。

1. ブラウザでエンタープライズ ダッシュボードにアクセスします。
http://hostname:1506

2. 歯車アイコンをクリックして、［使用状況の監査データをエクスポート］を選択します。
3. 過去 30 日間のデータをレポートに含めるように開始日時と終了日時と選択し、［OK］をクリックします。
デフォルトのファイル名は DevTestSolutionsUsageAuditReport.xlsx です。

4. ［保存］をクリックします。
レポートがダウンロード フォルダにダウンロードされます。

5. ファンクショナル トランザクション メトリックのレポートをダウンロードするには、歯車アイコンをもう一度ク
リックし、［トランザクション使用状況データのエクスポート］を選択して［OK］をクリックします。
デフォルトのファイル名は、DevTestTransactionsUsage.xlsx です。

6. ［保存］をクリックします。
レポートがダウンロード フォルダにダウンロードされます。

（オプション）必要なメトリックを取得するには、以下の手順に従います。

1. DevTestSolutionsUsageAuditReport.xlsx ファイルを開きます。
必要なメトリックは、10、11、12、および 15 行目にあります。

2. レポート内の対応する行で数値を収集してコピーします。
– CAI パワー ユーザ： 行 10
– SV パワー ユーザ： 行 11
– テスト パワー ユーザ： 行 12
– SV パフォーマンス VSE： 行 15
この手順の残りの部分では、最後のメトリックであるファンクショナル トランザクションの値を取得する方法につい
て説明します。

3. DevTestTransactionsUsage.xlsx を開きます。
4. 1 行目を強調表示します。
5. ［並べ替えとフィルター］-［フィルター］を選択します。
6. ［タイプ］列のドロップダウン リストを開き、［トランザクションの数］のみを選択します（他のエントリは選択解
除します）。

7. 列 C を選択します。
8. ［データ］-［区切り位置］を選択します。
9. ［次へ］をクリックし、再度［次へ］をクリックして、［日付］を選択します。
10.［Finish］をクリックします。
11.列 C でドロップダウン リストを開き、［日付フィルター］-［指定の範囲内］を選択します。
12.過去 30 日間の日付範囲を選択し、［OK］をクリックします。
データが変更され、選択した時間範囲が反映されます。

13.表示された過去 30 日間の行に対し、列 D のデータをすべて選択します。
14.［オート SUM］を選択します。
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最後のエントリの下のエントリに、過去 30 日間に消費されたファンクショナル トランザクション数が表示されま
す。

15.この数値をコピーして、テレメトリ ツールにレポートするデータのリストに追加します。
パックの総数を取得するには、この数を 23,000 で割り、トランザクション パック全体の最も大きい整数に繰り上げ
ます。

NOTE
使用状況の詳細は、月単位で生成する必要があります。
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ドキュメンテーションに関するリーガル通知書

本ドキュメンテーション（組み込みヘルプ システムおよび電子的に配布される資料を含む、以下、「本ドキュメンテー
ション」といいます）は、お客様への情報提供のみを目的としたもので、Broadcom により随時、変更または撤回される
ことがあります。 本ドキュメンテーションは Broadcom の専有情報であり、Broadcom の事前の書面による承諾なしに
本ドキュメンテーションの全部または一部を複写、移転、開示、変更、修正、複製することはできません。

お客様が本ドキュメンテーションに記載されているソフトウェア製品のライセンスを付与されたユーザである場合、お客
様およびお客様の従業員が当該ソフトウェアに関連して社内で使用する場合に限り、本ドキュメンテーションの印刷また
はコピーを妥当な部数だけ作成できます。ただし Broadcom のすべての著作権表示およびその説明を当該複製に貼り付
けることを条件とします。

本ドキュメンテーションを印刷するまたはコピーを作成する上記の権利は、当該ソフトウェアのライセンスが完全に有効
となっている期間内に限定されます。 なんらかの理由でライセンスが終了した場合、お客様の責任で、Broadcom に対
して、本ドキュメンテーションの全部または一部を複製した印刷物またはコピーが Broadcom に返却されたこと、また
は破棄されたことを書面で証明することになります。

準拠法により認められる限り、Broadcom は本ドキュメンテーションを現状有姿のまま提供し、商品性、特定の使用目的
に対する適合性、他者の権利に対して非侵害について、黙示の保証も含めいかなる保証もしません。 また、本ドキュメ
ンテーションの使用に起因して、逸失利益、投資損失、業務の中断、営業権の喪失、情報の喪失等、いかなる損害（直接
損害か間接損害かを問わず）が発生しても、Broadcom  はお客様または第三者に対し責任を負いません。Broadcom がか
かる損害の発生の可能性について事前に明示に通告されていた場合も同様とします。

本ドキュメンテーションで参照されているすべてのソフトウェア製品の使用には、該当するライセンス契約が適用され、
当該ライセンス契約はこの通知書の条件によっていかなる変更も行われません。

本ドキュメンテーションの制作者は Broadcom Inc. です。

「制限された権利」のもとで提供されます。米国政府による使用、複製、または開示は、該当する FAR
12.212、52.227-14、52.227-19(c )(1)-(2)、および DFARS 252.227-7014(b)(3) の各条項、またはその後継条項で定めら
れた制限の対象となります。

Copyright © Broadcom. All Rights Reserved. 「Broadcom」とはBroadcom Inc. とその関連会社を指します。 本ドキュメ
ンテーションに記載されたすべての商標、商号、サービス マークおよびロゴは、それぞれの各社に帰属します。
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