
要件管理と 
Visual Studio Team System 

 

ホワイト ペーパー 

 
 
 
 
 
 
 
 
2008 年 3 ⽉ 
 
最新情報については、 
http://www.microsoft.com/japan/msdn/teamsystem/ を参照してください。 

http://www.microsoft.com/japan/msdn/teamsystem/


このドキュメントは暫定版であり、このソフトウェアの最終的
な製品版の発売時に実質的に変更されることがあります。 

このドキュメントに記載されている情報は、このドキュメント
の発⾏時点におけるマイクロソフトの⾒解を反映したものです。
マイクロソフトは市場の変化に対応する必要があるため、この
ドキュメントの内容に関する責任をマイクロソフトは問われな
いものとします。また、発⾏⽇以降に発表される情報の正確性
を保証できません。 

このドキュメントは情報提供のみを⽬的としています。明⽰、
黙⽰または法律の規定にかかわらず、これらの情報についてマ
イクロソフトはいかなる責任も負わないものとします。 

お客様ご⾃⾝の責任において、 適⽤されるすべての著作権関
連法規に従ったご使⽤を願います。このドキュメントのいかな
る部分も、⽶国 Microsoft Corporation の書⾯による許諾を受
けることなく、その⽬的を問わず、どのような形態であっても、
複製または譲渡、あるいは検索システムに格納または公開する
ことは禁じられています。ここでいう形態とは、複写や記録な
ど、電⼦的な、または物理的なすべての⼿段を含みます。 

マイクロソフトは、このドキュメントに記載されている内容に
関し、特許、特許申請、商標、著作権、またはその他の無体財
産権を有する場合があります。別途マイクロソフトのライセン
ス契約上に明⽰の規定のない限り、このドキュメントはこれら
の特許、商標、著作権、またはその他の無体財産権に関する権
利をお客様に許諾するものではありません。 

© 2008 Microsoft Corporation. All rights reserved. 

Microsoft、Excel、Outlook、Visio、および Visual Studio は、
⽶国 Microsoft Corporation の⽶国およびその他の国における
登録商標または商標です。 

その他、記載されている会社名、製品名には、各社の商標のも
のもあります。 

 

 



⽬次 概要 .................................................................................... 1 

要件管理と要件ライフ サイクル ................................................. 2 

要件について ......................................................................... 5 

Team System の要件ライフ サイクル ロードマップ .................... 6 

要件に関するアクティビティと Team System ソリューション ....... 7 

Team System の 
次期リリース (コード名 Rosario) の要件関連機能 ...................... 23 

要件関連パートナー .............................................................. 26 

付録 A: Office Excel を使⽤した作業項⽬の分解 ........................ 31 

付録 B: 要件品質レポート ...................................................... 32 

付録 C: 要件進捗レポート ...................................................... 33 
 



 

概要 多くのソフトウェア プロジェクトの遅延、超過、および失敗の根本的な原因は、
ビジネス要件を定義、伝達、または検証できていないことにあります。業界では、
組織のあらゆるレベルの要件を適切に策定することの重要性が認識されてきてい
ます。Microsoft Visual Studio Team System と Visual Studio パートナーの
ソリューションは、要件策定プロセスの改善に役⽴ちます。 

このホワイト ペーパーでは、Visual Studio 2005 Team System と Visual 
Studio Team System 2008 を使⽤して、要件管理を成功に導く Visual Studio 
Team System の活⽤⽅法を説明することを⽬的としています。また、Visual 
Studio Team System の次期リリース (コード名 Rosario) で解決を⽬指してい
る問題のいくつかについても説明します。 
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要件管理と 
要件ライフ サイクル 

アプリケーション ライフ サイクルから⾒た要件は、⾮常に簡単に定義できます 
(図 1 参照)。 

 
図 1. 要件ライフ サイクル 
 

簡単に表すと、まず要件を定義します。ユーザーから的確な要件を引き出し、そ
れを基にソリューションを開発し、作業の優先順位付け、洗練、分解、計画を⾏
い、テストします。 

次に、要件に従って作業を実⾏します。コードを記述し、テストを作成し、チェ
ックインとビルドを⾏い、進捗状況と要件の質をトラックします。 

最後に、運⽤環境に展開するかソリューションをリリースし、KPI、SLA、およ
びユーザーからのフィードバックを評価して、次の要件を洗い出します。 

このプロセスの期間中には変更が発⽣します。たとえば、要件の変更、作業分解
の変更、新しい作業の発⽣、作業予定時間の超過、スコーピングの発⽣、チーム 
メンバの⼊れ替わりなどがあります。変更は避けられないため、要件のアクティ
ビティは、⼀度きりのアクティビティであると捉えたり、厳密に順番どおり実施
されるものであると考えることはできません。要件ライフ サイクルのどの時点
でも変更が組み込まれるようにして、ライフ サイクルの各フェーズが繰り返さ
れて、互いに影響を受けるに従い、変更がすべてのフェーズとアクティビティに
波及できるようにします。 

変更を組み込むためのソリューションとして、トレーサビリティが検討されるこ
とが多くあります。これは、変更管理の⼀環として、要件ライフ サイクルのす
べてのフェーズとすべてのアクティビティに実装される必要があります。トレー
サビリティは、各アクティビティの作業を意味のある形で関連付けるもので、通
常、アプリケーション ライフ サイクル管理 (ALM) ツールでは、リンク リレー
ションシップによって表されます。トレーサビリティを実現するには、要件管理
の各フェーズとアプリケーション ライフ サイクルの全期間を通じて使⽤される
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各種ツールを統合して、関連する作業と成果物の正確かつ最新の状態が常に反映
されるようにする必要があります。 

変更を組み込むうえで他に必要なことは、要件ライフ サイクルの全期間で、頻
繁にユーザーと連絡を取ることです。ユーザーのニーズの変化とソリューション
の進化に合わせて、ソリューションがニーズを満たしているかどうかを定期的に
検証するのは当然と⾔えます。成功しているプロジェクトでは、ユーザーと定期
的に連絡を取り、作業とニーズの変化に常に対応できるようにしています。 

Project Management Body of Knowledge Guide (PMBOK) をはじめ、いくつ
かの資料では、要件に関するアクティビティをより細かく定義しています。これ
らの資料で定義されているアクティビティは、要件ライフ サイクルに当てはめ
ると、図 2 のようになります。 

 
図 2. 要件に関するアクティビティ 
 

すべてのプロジェクトや組織で、これらのアクティビティすべてが必要になるわ
けではありません。多くの場合、上記の分類では細かすぎるかもしれません。要
件管理プロセスは、異なるチームやプロジェクトのさまざまなニーズに合わせて
調整できる必要があります。各アクティビティが変更を組み込み、他のアクティ
ビティと連携して、アプリケーション ライフ サイクルを⽀える切れ⽬のない要
件ライフ サイクルを実現することが重要です。 

Visual Studio Team System は、要件ライフ サイクルの基礎となる統合プラッ
トフォームとして開発されています。共通のデータに基づくチームの共同作業を
実現する統合プラットフォーム、プロセスに含まれる作業のレベルの定義、およ
びすべての作業を統合するプラットフォームがあれば、要件ライフ サイクルと
アプリケーション ライフ サイクルの全期間を通じて、⼀定のレベルで状況を把
握し、変更を管理することが可能になります。 
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要件管理と要件の洗い出し 
多くの⼈が、要件ライフ サイクル全体を要件管理と同じであると考えています。
しかし、要件の洗い出しは、要件管理とは別のものと考える⼈が増えてきていま
す。この区別は、要件ライフ サイクルのソリューションを提供するうえで 
Team System が従うロードマップに、⾮常にスムーズに当てはめることができ
ます。 

 

 
図 3. 洗い出しと管理 
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要件について 要件とは、エンド ユーザーのニーズまたはアプリケーションに求められるサー
ビスのレベルを表す業界⽤語です。概して、要件の分類の細かさと意味はさまざ
まです。⼀般的なビジネスにおいては、要件は次のように分類できます。 

• ビジネス要件 : システムの全体的な⽬的や、システムがビジネスにどの
ように影響するか 

• ユーザー要件 : ユーザーのニーズと問題 

• 機能要件 : システムの特定の動作とソフトウェア内部の働き 

• サービスの品質に関する要件 : システム全体に関するもので、ローカラ
イズの可否、アクセシビリティ、パフォーマンス、スケーラビリティな
どの "能⼒" を表します。 

Team System を使⽤した要件管理の最初の作業は、要件の作業項⽬を作成する
ことです。これにより、開発プロセスの全期間を通じて要件をトラックし、トレ
ースできるようになります。 

多くの組織では、ビジネス アナリストが、エンド ユーザーの公式な窓⼝となり、
要件の洗い出し、洗練、分析、検証を⾏い、要件の進捗状況を報告する責を担っ
ています。ただし、開発者、テスター、プロジェクト マネージャなど、さまざ
まな役割のスタッフが、要件の収集に関与していたり、その責任を負っていたり
します。ソフトウェア エンジニアリング プロセスで要件がどのように定義され
ているか、だれが要件収集を担当するかに関係なく、Visual Studio Team 
System Team Foundation Server は、要件の作業項⽬を作成するときの要件
を収集したり、保存したりするのに便利なツールです。 
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TEAM SYSTEM の 
要件ライフ サイクル  
ロードマップ 

Team System は、要件ライフ サイクルのアクティビティのいくつかをサポー
トするほか、パートナーが連携し、スムーズに統合できるアクティビティを追加
するための充実した環境を提供します。⽬標は、プロセスとプロセス テンプレ
ートの定義に従って、このようなアクティビティが Team System プラットフ
ォーム上で統合され、実施されるようにすることです。 

Team System は、実装フェーズの問題に対処するために誕⽣しました。Visual 
Studio は開発者向けの実績ある⽣産性ツールです。Team System は Visual 
Studio と統合して、開発者やテスターが各⾃の仕事を完了するためのプロセス
を実現します。要件ライフ サイクルに取り組む際の戦略は、まず実装フェーズ
から着⼿して、そこを起点にいくつかのリリースを経ながら発展させます。この
ホワイト ペーパーでは、まず Visual Studio 2005 Team System と Visual 
Studio Team System 2008 を使⽤して実現できることを説明してから、Visual 
Studio Team System のロード マップとパートナー製品について説明します。 

 

 
図 4. マイクロソフトの要件ライフ サイクル ロードマップ 
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要件に関するアクティビティ
と TEAM SYSTEM ソリュ
ーション 

このセクションでは、要件に関する各アクティビティと、既にリリースされてい
る Team System とパートナー製品を利⽤して、要件の洗い出し、洗練、指定、
実装、検証を⾏う (アプリケーション ライフ サイクル中にこれらをトレースす
る) ⽅法について、詳しく説明します。 

要件の洗い出しと洗練 
要件の洗い出しと洗練は、エンド ユーザーから要件を収集する作業です。成功
するプロジェクトでは、定期的にエンド ユーザーと連絡を取り、プロジェクト 
ライフ サイクルの全期間を通じて要件を洗い出しています。通常、要件の洗い
出しのアクティビティと洗練の⼤半は、プロジェクトのライフ サイクルの早い
段階で⾏われますが、エンド ユーザーと継続して連絡を取ることで、最終的な
製品のユーザー満⾜度を最⼤限に⾼めることができます。要件の洗い出しでは、
ユーザーのニーズをすばやく察知し、ユーザーにソリューションのアイディアを
説明し、優先順位とスケジュールの同意を得て、さらにソリューションのアイデ
ィアを再度説明します。このプロセスを通じて要件は追加、削除、または変更さ
れますが、これは次のような理由から難しい作業です。 

• エンド ユーザーや顧客が、必要としているものをなかなか説明できない。
「どのようなものかはわからないのですが、⾒せていただければ、それ
が良いかどうかは⾔うことができます」などと⾔われたりします。 

• エンド ユーザーの説明は、ほとんどの場合不完全である。エンド ユー
ザーはプロダクト デザイナではないので、エンド ユーザーが提案した
ソリューションが完全にニーズを表していることは、まずありません。
だれかが、デザインを隅々まで⼗分に検討する必要があります。 

• 複数の異なるツールを使⽤して作業が⾏われる。要件の洗い出しに使⽤
するツールや⼿法はいくつかあります。洗い出しのプロセスが進むにつ
れて、要件が複数の異なるツールに分散する可能性があります。そうな
ると、要件の優先順位や状態を⼀⽬で判断するのは困難です。 

要件の洗い出しには、個⼈の好みに合ったさまざまなツールが必要です。また、
洗い出しプロセスの進⾏に合わせて、適宜ツールを変更することも必要です。 
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アクティビティ ⽬的/スケジュー
ル 

適したツール パートナーの 
ツール 

初期段階での 
記録 

ユーザーの説明に
従って、すばやく
ニーズを書きとめ
ることができる。

テキスト ベースの
ツール (Office 
Word など) 

Personify 
Design 
TeamSpec 

Borland 
CaliberRM 

Techno 
Solutions 
TopTeam 
Analyst 

⼤枠のビジョンの
定義 

プロジェクトの⽬
的と、成功するた
めの主な条件を記
述する。 

テキスト ベースの
ツール (Office 
Word など) 

Personify 
Design 
TeamSpec 

Borland 
CaliberRM 

Techno 
Solutions 
TopTeam 
Analyst 

要件の 
関連付け 

関連する要件をグ
ループ化すること
で、問題やソリュ
ーションを検討す
る⼀助とする。 

データベースやス
プレッドシートに
おける階層 

マインド マップ 

Borland 
CaliberRM 

Techno 
Solutions 
TopTeam 
Analyst 
 
Mindjet RM 

全要件の確認 要件の⼀覧や要件
間のリレーション
シップを確認する
ことで、要件を把
握する。 

スプレッドシート 

リレーションシッ
プを⽰すグラフ 

マインド マップ 

Mindjet RM 

Ravenflow 
RAVEN 

Borland 
CaliberRM 

Techno 
Solutions 
TopTeam 
Analyst 

Compuware 
OptimalTrace 

stpsoft stpBA 
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アクティビティ ⽬的/スケジュー
ル 

適したツール パートナーの 
ツール 

トリアージ 全要件の⼀覧を確
認し、優先順位や
記述などを調整す
る。 

スプレッドシート  

ユーザーによる 
ソリューションの
使⽤⽅法の定義 

ユーザーの操作⼿
順に従ってエクス
ペリエンスを記述
する。 

ソリューション内
で使⽤されるアク
タとアクションを
確認する。 

ワープロ ツールを
使⽤して記述した
テキスト ベースの
ユーザー ストーリ
ーやシナリオ 

UML によるアクテ
ィビティ図 

 UML によるシーケ
ンス図 

Personify 
Design 
TeamSpec 

Borland 
CaliberRM 

Techno 
Solutions 
TopTeam 
Analyst 

Ravenflow 
RAVEN 

Compuware 
OptimalTrace 

TechnoSolution
s Visual 
UseCase 

ユーザー エクス
ペリエンスの定義

ユーザーが⽬にす
るエクスペリエン
スとして、ソリュ
ーションを表す。

ストーリーボード 
ツール 

プロトタイプ 

Compuware 
OptimalTrace 

stpsoft stpBA 

契約の作成 双⽅の同意が得ら
れた⼀連の要件を
記録する。 

テキスト ベースの
ツール (Office 
Word など) 

Personify 
Design 
TeamSpec 

Borland 
CaliberRM 

Techno 
Solutions 
TopTeam 
Analyst 

ビジネス  
プロセスの 
モデリング 

アプリケーション
のビジネス ロジッ
ク、イベント、ル
ールのフローを表
現する。 

モデリング ツール stpsoft stpBA 

TechnoSolution
s TopTeam 
Analyst/Visual 
UseCase 

Holocentric 
Modeler 



 

 ホワイト ペーパー : 要件管理と Visual Studio Team System 10 

アクティビティ ⽬的/スケジュー
ル 

適したツール パートナーの 
ツール 

技術的な 
ソリューションの
定義 

ソリューションの
技術的な要件と、
構築⽅法を定義す
る。 

プロトタイプ 

データ フロー  
シーケンス図 

マインド マップ 

stpsoft stpBA 

Mindjet RM 

Ravenflow 
RAVEN 

TechnoSolution
s Visual 
UseCase 

エンド ユーザー
のフィードバック
の使⽤ 

提案したソリュー
ションに対するユ
ーザーのフィード
バックを洗い出
す。 

多数決ツール 

ツールを利⽤し
た、ソリューショ
ンについてのコメ
ント 

バグ レポート、フ
ィードバック 

 

 

Visual Studio 2005 Team System と Visual Studio Team System 2008 は、
ライフ サイクルのどの時点でも、要件がシステムに作業項⽬として⼊⼒される
とすぐに、要件が反映されるようにします。要件の洗い出しには、いくつかの⽅
法があります。1 つは、スプレッドシートを使⽤して要件を洗い出す⽅法で、
Microsoft Office Excel の統合機能を利⽤して Team Foundation Server に要
件を⼊⼒します。別の⽅法としては、チーム エクスプローラから Team 
Foundation Server 要件作業項⽬フォームに直接要件を⼊⼒することもできま
す。この情報を⼊⼒することは、すべての要件を把握し、要件をトリアージする
うえで役⽴ち、アプリケーション ライフ サイクルの他のフェーズとも統合され
ます。 

また、要件の洗い出しと Team Foundation Server への要件の⼊⼒を⽀援する
パートナー ソリューションもいくつか提供されています。詳細については、こ
のホワイト ペーパーの最後にある「要件関連パートナー」を参照してください。 

Visual Studio Tools for Office 2005 Requirements Authoring Starter Kit で
は、Office Word と Team Foundation Server の基本的な統合機能を提供して
います。このツールを使⽤すると、Team Foundation Server とのテキスト統
合を実現できます。 



 

要件の分析と分解 
要件の分解は、ユーザーが抱える問題とニーズをソリューションと作業に変換す
る作業です。要件は、機能要件またはサービスの品質要件のどちらかに分類され
ます。これらは分解されて階層構造を形成し、サブ要件が作成されます。タスク
が作成され、依存関係と受け⼊れテストが特定されます。要件の洗練を⾏う際に
は、次のような課題があります。 

• エンド ユーザーは最終的な製品 (アプリケーション) を考え、開発チー
ムはそれを構築するための途中の⼿順を考える。ソフトウェアのエンド 
ユーザーは、機能、コンポーネント、または開発チームが容易に理解で
きる成果物として要件を説明できるわけではなく、必要とするものをエ
ンジニアリングの計画に変換するにはサポートが必要です。 

• 開発チームは、最もコスト効率の良い計画を採⽤できるよう、ユーザー
に対してソリューションを繰り返し提⽰する必要がある。開発チームは
要件を解釈し、コストを計算する必要があります。また、その結果を複
数の代替案と併せて、エンド ユーザーに提⽰する必要があります。エン
ド ユーザーに、ソリューションについて⼀通り説明して、コストとデザ
イン上のトレードオフが理解されるようにする必要があります。それに
より、エンド ユーザーからソリューションに対するフィードバックを得
ることができるようになります。ソリューションを効果的に説明し、エ
ンド ユーザーがデザイン上のトレードオフによるコストを理解できるよ
うにすることは難しい作業です。 

• 複数の異なるツールを使⽤して作業が⾏われる。要件は複数の異なるツ
ールで収集されるため、開発チームがすべての要件を⼊⼿しているとい
う保証はありません。これについては、ビジネス アナリストに確認して
もらう必要があります。 
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アクティビティ ⽬的/スケジュール 適したツール パートナーの 
ツール 

全要件の確認 要件の⼀覧や要件間
のリレーションシッ
プを確認すること
で、要件を把握す
る。 

スプレッドシート 

リレーションシッ
プを⽰すグラフ 

マインド マップ 

Mindjet RM 

Ravenflow 
RAVEN 

Borland 
CaliberRM 

Techno 
Solutions 
TopTeam 
Analyst 

Compuware 
OptimalTrace 

stpsoft stpBA 

Personify 
Design 
TeamLook、
TeamSpec 

トリアージ 全要件の⼀覧を確認
し、優先順位、記
述、カテゴリなどを
調整する。 

スプレッドシート  

作業の分解 関連する要件をグル
ープ化することで、
問題やソリューショ
ンを検討し、サブ要
件やタスクを作成す
る⼀助とする。 

データベース 
における階層 

スプレッドシート
における階層 

プロジェクト計画
における階層 

Office Word  
における階層 

マインド マップ 

Personify 
Design 
TeamSpec 

Mindjet RM 

Ravenflow 
RAVEN 

Borland 
CaliberRM 

Techno 
Solutions 
TopTeam 
Analyst 

Compuware 
OptimalTrace 

stpsoft stpBA 
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アクティビティ ⽬的/スケジュール 適したツール パートナーの 
ツール 

依存関係の特定 共有作業を特定し、
作業の順序を付け
る。 

リレーションシッ
プを⽰すグラフ 

マインド マップ 

プロジェクト計画
におけるリンク 

Personify 
Design 
TeamSpec 

Mindjet RM 

Ravenflow 
RAVEN 

Borland 
CaliberRM 

Techno 
Solutions 
TopTeam 
Analyst 

Compuware 
OptimalTrace 

stpsoft stpBA 
リソースの 
割り当て 

プロジェクト マネー
ジャとリードによ
り、作業を完了する
ための適切な⼈材配
置を⾏う。 

スプレッドシート 

プロジェクト計画 

カスタムのスケジ
ュール アプリケー
ション 

 

作業のスケジュ
ール作成 

プロジェクト マネー
ジャとリードによ
り、コストの⾒積も
り、期間、プロジェ
クトのスケジュール
を決定する。 

スプレッドシート 

プロジェクト計画 

カスタムのスケジ
ュール アプリケー
ション 

 

テスト計画の 
補完 

テスト計画のテスト 
ケースを要件に関連
付け、すべての要件
が確実にテストされ
るようにする。 

スプレッドシート 

テスト管理 
システム 

 

受け⼊れテスト
の策定 

ユーザー機能を検証
するテストを列挙お
よび定義する。 

スプレッドシート 

⼿動のテスト  
ツール 

 

 

Visual Studio 2005 Team System と Visual Studio Team System 2008 で
は、Team Foundation Server 内のデータとスプレッドシートまたはプロジェ
クト計画に含まれているデータを統合できます。データが要件作業項⽬として⼊



 

⼒される際、開発チームはこの統合機能を使⽤して要件を確認できます。ビジネ
ス アナリストも開発チームも、要件の⼀覧を参照して、現在のすべての要件を
確認でき、要件をトリアージしたり、要件がユーザーの現在の優先順位に従って
いることを確認したりできます。 

要件は、Visual Studio 2005 Team System と Visual Studio Team System 
2008 と連携して Office Excel または Office Project を使⽤して分解できます。
Office Excel を使⽤する場合は、要件のタイトルのフォーマットを変えて、⼦の
要件であることを⽰すことができます。分解を⽰す作業項⽬の種類を切り替えて
タスクにすることもできます。この関連を⽰す情報は .xls ファイルにのみ保持
され、Team Foundation Server では保持されません。作業のリレーションシ
ップを理解し、作業分解の最新の状態を確認するには、.xls ファイルを開き直し
てデータを更新する必要があります。付録 A には、この⽅法で Office Excel を
使⽤して実⾏された作業分解の例を掲載しています。 

ただし、Office Project を使⽤して作業項⽬をインデントすることで作業分解を
⾏う⽅が、より⼀般的です。この場合も、関連を⽰す情報は .mpp ファイルにの
み保持され、Team Foundation Server には保存されません。 

依存関係の管理も、Visual Studio 2005 Team System と Visual Studio Team 
System 2008 で同様に実⾏できます。Office Project または Office Excel に保
持されている、作業項⽬間の依存関係を⽰すデータは、Team Foundation 
Server で "関連" リンクが⼿動で⼊⼒されない限り、.xls または .mpp ファイ
ルにしか保持されません。Team System レポート ウェアハウスからレポート
を⽣成するには、Team Foundation Server でリンクを⼿動で⼊⼒する必要が
あります。最新の依存関係情報は、.xls または .mpp ファイルを再度参照して、
データを更新することで、確認できます。 

Visual Studio 2005 Team System と Visual Studio Team System 2008 と
連携して、リソースを割り当て、作業をスケジュールするツールとしては、
Office Project か  Office Excel を 使 ⽤ で き ま す 。 作 業 項 ⽬ は 、 Team 
Foundation Server クライアントから直接割り当てることもできます。 

要件がテストされていることを確認するには、テスト結果を要件と関連付ける必
要があります。これは、テストの実⾏または作業項⽬フォーム⾃体から直接処理
できます。この処理が済むと、すべての要件に対してテストが⽤意されているか
どうかと、テスト結果を⽰すレポートを⽣成できるようになります。 
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付録 B では要件のテスト対応状態を⽰すレポートの例を、付録 C には要件の進
捗レポートの例を紹介しています。Team System の将来のリリースでは、この
プロセスがよりスムーズに実⾏できるようにしたいと考えています。 
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要件の指定 
ソリューションを記述するプロセスは、要件の指定と呼ばれます。このプロセス
のツールとアクティビティは、「要件の洗い出しと洗練」のセクションに記載さ
れているものと多くが同じです。要件の指定では、同意が得られるソリューショ
ン、またはたたき台となる基準のソリューションを策定することに重点が置かれ
ます。 
 
アクティビティ ⽬的/スケジュール 適したツール パートナーの 

ツール 
ユーザーによる
ソリューション
の使⽤⽅法の 
定義 

ユーザーの操作⼿
順に従ってエクス
ペリエンスを記述
する。 

ソリューション内
で使⽤されるアク
タとアクションを
確認する。 

ワープロ ツールを
使⽤して記述したテ
キスト ベースのユ
ーザー ストーリー
やシナリオ 

UML によるアクテ
ィビティ図 

 UML によるシーケ
ンス図 

Personify 
Design 
TeamSpec 

Mindjet RM 

Ravenflow 
RAVEN 

Borland 
CaliberRM 

Techno 
Solutions 
TopTeam 
Analyst 

Compuware 
OptimalTrace 

stpsoft stpBA 
ソリューション
の指定 

ソリューションを
記述する。 

テキスト ベースの
ツール (Office 
Word など) 

Personify 
Design 
TeamSpec 

Ravenflow 
RAVEN 

Borland 
CaliberRM 

Techno 
Solutions 
TopTeam 
Analyst 

Compuware 
OptimalTrace 
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アクティビティ ⽬的/スケジュール 適したツール パートナーの 
ツール 

契約の作成 双⽅の同意が得ら
れた⼀連の要件を
記録する。 

テキスト ベースの
ツール (Office 
Word など) 

Personify 
Design 
TeamSpec 

Ravenflow 
RAVEN 

Borland 
CaliberRM 

Techno 
Solutions 
TopTeam 
Analyst 

Compuware 
OptimalTrace 

技術的な 
ソリューション
の定義 

ソリューションの
技術的な要件と、
構築⽅法を定義す
る。 

プロトタイプ 

データ フロー  
シーケンス図 

マインド マップ 

Personify 
Design 
TeamSpec 

Mindjet RM 

Ravenflow 
RAVEN 

Borland 
CaliberRM 

Techno 
Solutions 
TopTeam 
Analyst 

Compuware 
OptimalTrace 

stpsoft stpBA 
基準の 
ソリューション
の策定 

ある時点の要件と
提案されたソリュ
ーションのスナッ
プショットを作成
する。 

データベースのスナ
ップショットとバー
ジョン管理 

 

 

Visual Studio 2005 Team System と Visual Studio Team System 2008 で
は、Visual Studio チーム エクスプローラにおいて Office SharePoint のドキュ
メント ライブラリとの統合を実現しています。このため、Visual Studio 環境を
離れずに、容易に指定の内容を参照できます。また、作業項⽬内から要件を指定



 

しているドキュメントや他のファイルへのリンクを設定できます。これにより、
作業から作業の記述への基本的なトレーサビリティが提供されます。ただし、変
更管理、ファイル内のテキストや他のコンテンツとの統合機能は提供されません。
Office Word とのより密接な統合については、パートナー製品が多くの領域に対
応しています。詳細については、このホワイト ペーパーの最後にある「要件関
連パートナー」を参照してください。 

システムの分析とデザイン 
要件を洗練して、実装⽤の統合されたアーキテクチャとコード スケルトンを作
成できるように、このプロセスを⽀援するツールとダイアグラム サーフェイス
がいくつかあります。チームでは、ソリューションがエンド ユーザーのニーズ
を満たしていることを確認するために、このプロセスにおいて要件のトレースが
必要になる場合があります。ただし、このホワイト ペーパーでは、要件管理の
この部分については取り上げません。 

要件の実装 
ビジネス アナリストが、要件の進捗状況についてレポートし、アプリケーショ
ン ライフ サイクルの全期間を通じて要件の変更を管理します。要件がチームの
作業として実装されるまでのトレーサビリティは、ユーザーと作業に対する変更
の影響を管理するうえで重要です。これは、チーム全体で変更の影響を評価する
か、要件管理ツールを使⽤してリンク リレーションシップを確認して影響を評
価することで、⼿動で⾏うことができます。作業が完了したら、開発チームとテ
スト チームが適切なリンク リレーションシップを作成および更新して、要件の
トレーサビリティを維持することが重要です。このプロセスは、次のような理由
から、⾮常に困難なプロセスです。 

• 要件は変化するもので、開発チームは速やかに、かつ適切に調整する必要が
ある。完全で明確な要件を最初に定義できたとしても、プロジェクトは常に
変化しています。ユーザーのニーズはビジネスの変化に合わせて変化し、開
発チームの処理能⼒も変化し、デザインも変化します。これらすべてが同期
した状態を保つことは難しく、古い状態のままであるものが出てくる可能性
が⼗分にあります。 

• 開発作業が変化しても、ユーザーに状況が伝わらない。作業分解は開発チー
ムが理解できる形で処理されていますが、ビジネス アナリストがユーザーの
要件に対するその影響を評価して伝えることは困難です。 

• トレーサビリティを提供するツールは、⼿動による処理が多く、保守が難し
い。要件と関連する作業とテスト間のリンクを⼗分に考えて設定しても、変
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更の評価は⼿動による処理が多いプロセスです。リンクが古くなったり、変
更の評価担当者にとって意味がない場合は、リンクの作成にかけた投資は、
そのコストに⾒合うものではありません。要件管理ツールの多くは、リンク 
リレーションシップを容易に作成および保守できないことが原因で使われな
くなっています。 

 

アクティビティ ⽬的/スケジュール 適したツール 
作業の完了 タスクの更新、コード

の記述、テストの実
⾏、バグの記録、タス
クまたは要件のソース
コードへのリンクを⾏
う。 

作業項⽬管理とソースコード 
管理の統合ツール 

要件の更新 ユーザーのニーズの変
化に合わせて、要件の
範囲、優先順位などを
更新する。 

スプレッドシート 

データベース エントリ 

要件の洗い出しツールに 
直接⼊⼒された情報 

作業分解の更新 作業分解、スケジュー
ル、作業割り当てに対
する要件の変更の影響
を評価する。 

データベースにおける階層 

スプレッドシートにおける階層 

プロジェクト計画における階層 

Office Word における階層 

マインド マップ 
依存関係の更新 依存関係に対する要件

の変更の影響を評価す
る。 

リレーションシップを⽰す 
グラフ 

マインド マップ 

プロジェクト計画における 
リンク 

ユーザーとチーム 
メンバへの変更の
伝達 

開発チームとテスト チ
ームが取り組んでいる
タスクが適切であるこ
とを保証する。 

プロジェクト計画 

Office Excel スプレッドシート 

作業キュー 

 

Visual Studio 2005 Team System と Visual Studio Team System 2008 で
は、どちらでも作業項⽬管理、ソースコード管理、Office Excel、および Office 
Project 間の統合機能を提供しています。この統合機能により、実装アクティビ
ティと作業計画間のトレーサビリティが実現されます。開発者またはテスターが
作業をチェックインするときに、タスクの完了をマークできます。このタスクと
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スケジュール情報を保持しているプロジェクト計画またはスプレッドシートは、
Team Foundation Server の Office 統合機能を使⽤して簡単に更新できます。
作業分解構造を保持している .xls または .mpp ファイルは、定期的に開いて、
現⾏の Team Foundation Server データを使⽤して更新し、要件と開発作業の
同期が保たれるようにします。また、Team System レポート ウェアハウスで
要件の進捗状況についてのレポートを⽣成するには、ユーザーが⼿動でタスクを
要件に関連付ける必要もあります (付録 C 参照)。 

アラートを設定して、要件の作業項⽬の変更を通知できます。このアラートでは、
受信者に要件の進捗状況と作業分解シートを確認するよう促し、ユーザーのニー
ズの変化を常に把握できるようにします。チームが実⾏している作業も、常に変
化しています。チームの進捗状況も監視して、要件作業分解のレポートやビュー
のデータを定期的に更新し、要件への影響を特定する必要があります。 

開発者またはテスターがコードをチェックインしたら、このチェックインは関連
するタスクに関連付けられて、適切なタスクがクローズされる必要があります。
チェックイン ポリシー機能は、Visual Studio 2005 Team System と Visual 
Studio Team System 2008 のどちらにも備わっています。ポリシーを設定す
ると、各チェックインに関連する作業項⽬が必要になり、関連する作業項⽬がな
い場合は、チェックインが失敗します。このポリシーは、開発者やテスターがリ
アルタイムで進捗状況をレポートするうえでも、適切なソース コードの成果物
がタスクと要件にリンクされるようにするうえでも便利です。また、これを基に、
プロジェクト計画やスプレッドシートを容易に更新できます。 

統合ツールと作業項⽬/成果物間のリレーションシップがリンクされたら、レポ
ートを⽣成して、ビジネス⽬標に対する進捗状況を継続して監視できるようにな
ります。また、チーム メンバ全員が、作業と関連する要件を理解できるように
もなります。付録 B には要件品質レポートを、付録 C には要件進捗レポートを
掲載しています。これらのレポートは、ある 1 つの要件にリンクされているす
べての作業の進捗状況を⽰しています。作業に依存関係や作業分解項⽬があるか
どうかは⽰されていません。Visual Studio 2005 Team System と Visual 
Studio Team System 2008 では、異なるリレーションシップを除外すること
は困難です。この問題は、コード名 Rosario の Visual Studio Team System 
リリースで解決される予定です。 
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要件の検証 
ビジネス アナリストは、ソリューションの任意のビルドを使⽤して、⼿動の受
け⼊れテストを実⾏し、エンド ユーザーの要件を検証します。ただし、次の点
に注意してください。 

• テスト チームが以前の⼀連の要件をテストしている間に、要件が変更される。
テスト チームは要件が変更されたことを知らず、テストが要件を⼗分にカバ
ーしていないことを認識していません。ビジネス アナリストの⼿元には、変
更された要件に基づく受け⼊れテストを⾏うための最新の⼿動テストがあり
ません。 

• 要件をいつテストできるようになるかわからない。要件が確定するタイミン
グやどのビルドを使⽤すべきかを判断することは、困難です。 

 

アクティビティ ⽬的/スケジュール 適したツール パートナーの
ツール 

プロトタイプ    
テスト ケースの
更新 

テスト ケースが最新
の要件を確実にカバ
ーするようにする。 

テスト オートメーシ
ョン ツール 
スプレッドシート 
テスト ケースや要件
についてのレポート 

 

受け⼊れテスト
の実⾏ 

必要なエンド ユーザ
ー機能を検証する。 

スプレッドシート 
⼿動のテスト ツール 

 

エンド ユーザー
のフィードバッ
クの使⽤ 

提案したソリューシ
ョンに対するユーザ
ーのフィードバック
を洗い出す。 

多数決ツール 
ツールを利⽤した、
ソリューションにつ
いてのコメント 
バグ レポート、フィ
ードバック 

Personify 
Design 
TeamLook 

 
Visual Studio 2005 Team System と Visual Studio Team System 2008 で
提供されるトレーサビリティとアラート機能は、作業の進⾏に合わせてチームの
共同作業を⽀援します。チームがタスクを更新し、タスクが要件にリンクされた
ときには、要件についてのクエリやレポートによって、これらのタスクの進捗状
況を確認できます。クエリまたはレポートでは、どの要件が確定したかを確認で
きます。 

Team Foundation Server のコンポーネントである Team Foundation ビルド
では、ビルド番号、作業項⽬の変更セット、関連付けられている作業項⽬の情報
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が記載されたビルド レポートが作成されます。このようなレポートを使⽤する
と、どのビルドにどのタスク、バグ、または要件がチェックインされているかを
容易に確認できます。そのため、テスターやビジネス アナリストが適切なビル
ドを選択できるようになり、処理された要件、タスク、バグを把握できます。ま
た、ビルドについてのアラートを設定して、ビルドがリリースされたらすぐに、
テスターがテストを開始できるようにすることもできます。 

このプロセスが実装されると、要件をチェックイン後すぐにテストし、直ちに修
正することが可能になります。テスターの⽣産性が向上し、正しいテストを実⾏
でき、古い要件や不適切なビルドをテストすることがなくなります。全期間を通
じて、要件の進捗レポートと品質レポートを⽣成して、エンド ユーザーに伝達
できます。このような最新データが揃っていれば、ビジネス アナリストは開発
チームの現在の作業状況の把握に費やす時間を短縮し、ユーザーとの連絡、要件
の検証と更新、要件の変更に関する共同作業により多くの時間をかけられるよう
になります。 

 ホワイト ペーパー : 要件管理と Visual Studio Team System 22 



 

TEAM SYSTEM の 
次期リリース (コード名 
ROSARIO) の要件関連機能 

要件の洗練 
Visual Studio Team System コード名 "Rosario" では、要件の洗練プロセスが
強化される予定です。たとえば、Team Foundation Server クライアントから
⼦要件やタスクを分解する⼿段を提供して、作業分解プロセスが強化される予定
です。また、作業項⽬の階層が作成しやすくなり、容易に依存関係を⽰せるよう
になります。プロセス テンプレートでは、採⽤した⽅法 (親⼦、先⾏タスクと後
続タスク、依存関係など) で利⽤するリレーションシップ リンクの種類を定義し、
必要なリンクや作業項⽬をまとめるフィールドなどのルールを指定できるように
なります。これにより、⾮常に柔軟に作業のリレーションシップを管理したり、
作業がどのように関連するかを記述したりすることが可能になります。 

別の作業リレーションシップが作成されると、クエリを特定の種類のリンクに対
して実⾏して次のような情報を確認できます。 

• 対応する作業のない要件はどれか 
• このタスクが対応する要件はどれか 
• 要件から派⽣していないタスクはどれか 

Team System レポート ウェアハウスのレポートでも、同じ情報を⽣成できま
す。このウェアハウスでは、ある期間における傾向を⾒ることもでき、次のよう
な疑問を解消できます。 

• 過去 1 ヶ⽉の間に、この要件の範囲はどの程度変更されたか 
• この要件についてはどの程度のペースで作業を進めているか 

Office Excel と Office Project で、要件 (および他の作業項⽬階層) を完全に編
集できるようになる予定です。Team Foundation Server に保存されている親
⼦のリンクが、Office Excel または Office Project のツリー階層内の適切な場所
に表⽰されるようになります。Microsoft Office ツールで⾏った変更は、データ
が発⾏されると Team Foundation Server に保存されます。Office Project で
は、先⾏タスクと後続タスクなど、他のリンク リレーションシップの編集や更
新も可能で、Team Foundation Server と Microsoft Office の両⽅に同じデー
タが反映されます。作業リレーションシップが変更されると、整合性が保たれた
形でシステム全体が最新の状態に更新され、チーム メンバが直ちに各⾃の作業
コンテキストと依存関係を認識します。 

Team Foundation Server コード名 Rosario では、Office Project Server と統
合して、複数のプロジェクトで共有しているリソースを管理することも可能にな
ります。Office Project Server は、個⼈の予定表、休暇、利⽤可能時間情報が
収集されるエンタープライズ リソース共有元を提供しています。⼈材が複数の
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プロジェクトに割り当てられるときも、全プロジェクトにおける完全な稼働状況
を把握できます。チーム メンバ間で負荷を分散でき、すべてのプロジェクトに
対するメンバの貢献を考慮できるようになりました。 

また、⼿動テストの作成と実⾏を容易にするシステムを作成する予定です。テス
トと要件をごく簡単にリンクし、⼿動テストも⾃動テストも含めて、要件の品質
を⽰すレポートの実⾏セットを⽣成できるようにします。 

これらのすべての機能強化により、要件の洗練プロセスは、ユーザーによる作業
を多く必要としない、適切な作業リレーションシップが⾃然に設定されるスムー
ズなプロセスになります。スタッフは、⽣産性が向上するツールで作業を実⾏で
きます。マネージャとビジネス アナリストは、要件に関する作業の進捗状況と
品質の状況を容易に確認できます。また、システム全体でトレーサビリティ機能
を使⽤できるので、作業のコンテキストと変更の両⽅を把握できます。 

要件の実装 
Visual Studio 2005 Team System と Visual Studio Team System 2008 が
あれば、チーム メンバは作業が関連していることは理解していますが、どのよ
うに関連しているかは理解していない可能性があります。Visual Studio Team 
System コード名 Rosario では、要件とシステム内の他の作業間で意味のある
リンク リレーションシップを格段に容易に作成できるカスタマイズ可能なリン
クを提供する予定です。チーム メンバは、特定のスプレッドシートやプロジェ
クト計画を参照しなくても、作業の依存関係や作業が要件からどのように派⽣し
ているかについて、より詳しく理解できます。たとえば、要件を構成するタスク
や、依存関係のある他の要件を確認できるようになります。作業の相互関係を⽰
すレポートやビューを提供し、各⾃の作業のコンテキストや変更の影響をより詳
しく理解できるようになる予定です。 

また、リンクについてのルールも提供し、作業をまとめたり、依存関係の受け⼊
れもできるようになる予定です。これらのルールにより、正しいリンク リレー
ションシップが設定され、リンクの保守を最⼩限に抑えられます。ルールは、カ
スタマイズや拡張したりできるようにし、より容易にプロセスをツールに組み込
めるようにします。 

さらに、サブスクリプションと通知システムも強化し、ユーザーが各⾃にとって
意味のあるアラートをより簡単にサブスクライブでき、不要な "作業項⽬の変更
" アラートを受信しなくて済むようにします。 
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その結果、Visual Studio Team System コード名 Rosario では、アプリケーシ
ョン ライフ サイクルの全期間を通じて、容易にプロセスに従い、作業リレーシ
ョンシップを保守できるようになります。ビジネス アナリストとエンド ユーザ
ーは、どちらも最新で開発チームの作業が正確に反映されているレポートによっ
て、開発チームの作業をこれまでより詳しく理解できるようになります。また、
チーム メンバは、要件の変更をすぐに認識し、より簡単に変更による影響を確
認できます。 

要件の検証 
Visual Studio Team System コード名 Rosario では、⼿動テストのトラックと
実⾏、およびテストと要件とのリンクが容易になります。ビジネス アナリスト
には、ビルドに対して⼿動の受け⼊れテストを実⾏し、結果をトラックできるツ
ールが提供されます。結果は Team System レポート ウェアハウスで参照する
ことが可能で、すべてのテスト ケースについての完全な要件品質レポートを作
成できるようになる予定です。 
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要件関連パートナー Borland CaliberRM 
Borland® CaliberRM™ は、コラボレーション、影響の分析、コミュニケーショ
ンを⽀援するエンタープライズ ソフトウェア要件管理ツールです。ソフトウェ
ア チームは、このツールを使⽤すると、⾮常に正確かつ予測可能な形で主要な
プロジェクト マイルストーンを守ることができます。 

CaliberRM は、Team System とシームレスに統合し、要件の保存と表⽰に階
層型のツリー ビューを使⽤して要件管理を⽀援する豊富な機能を備えた要件管
理環境を提供します。 

Team System と CaliberRM を併⽤すると、要件が更新されたことが確実に当
該チーム メンバに伝達され、リンクされているコード、テスト、および開発資
産が変更に従って更新されるようにすることで、より品質の⾼い製品をより短い
時間で提供できるようになります。 

会社 Web サイト | CaliberRM の概要 | デモ/チュートリアル (英語) | Visual 
Studio Team System との連携使⽤についてのホワイト ペーパー (英語)  

Compuware Optimal Trace 
Compuware Optimal Trace™ は、視覚的なストーリーボードとトレース可能
なリレーションシップ機能を備えており、プロジェクト ライフ サイクルの全期
間を通じて、ユーザーの観点からビジネス ニーズの観点に⾄るまで、ソフトウ
ェア要件をキャプチャします。 

Optimal Trace Enterprise Edition は Team System と統合可能で、Team 
System ユーザーは Optimal Trace の機能を利⽤して、正確で完全なビジネス
要件とシステム要件を策定できます。この結果、Team System のすべてのデザ
イン アクティビティと QA アクティビティを要件までさかのぼってトレースし
たり、構想から開発に⾄るまでプロジェクト ライフ サイクルの最初から最後ま
で完全なトレーサビリティが提供されます。 

Optimal Trace との統合により、Team Foundation Server 内の Team 
System "作業項⽬" の⾃動設定が可能になります。⼿動での⼊⼒を不要にし、完
全で正確な要件を基盤としてプロジェクトのアクティビティが作成されるように
します。また、この統合により、Optimal Trace で実⾏された要件の変更を 
Team Foundation Server プロジェクトに反映できます。この反映処理により、
作業項⽬に関連付けられている他のデータの整合性 (作業⾒積もりなど) が維持
され、ライフ サイクル中の変更管理が全体的に容易になります。 

会社 Web サイト | OptimalTrace の概要 | デモ/チュートリアル (英語) 
| Visual Studio Team System との連携使⽤についての Web キャスト (英語) 
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図 5. Compuware Optimal Trace Enterprise Edition の画⾯例 

Mindjet Requirements Manager 
Mindjet Requirements Manager for Team System では、マインド マップ図
を使⽤して、開発者が要件をすばやく簡単に収集する⽅法を提供します。要件を
収集したら、Team System で作業項⽬を作成し、プロジェクトの進捗状況をト
ラックできます。この処理は、要件の洗い出しと、会議中で臨時にすばやく要件
を収集できるように最適化されています。Mindjet Requirements Manager は 
Mindjet MindManager のビジュアル インターフェイスを基盤としたもので、要
件をキャプチャ、整理、管理でき、Team System との双⽅向のリンクにより、
作業項⽬を簡単にトラックできます。 

会社 Web サイト (英語) | Requirements Manager の概要 (英語) |  
デモ/チュートリアル (英語) 

 
図 6. Mindjet MindManager のビジュアル インターフェイスの例 
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Personify Design TeamLook と TeamSpec 
Personify Design TeamSpec™ は、Office Word を使⽤して策定した要件を 
Team Foundation Server に関連付ける⼿段を提供します。TeamSpec を使⽤
すると、Team Foundation Server プロジェクトの成果物 (変更要求、バグ、シ
ナリオ、タスクなどの作業項⽬) から構造化された Office Word ⽂書を作成した
り、既存の Office Word ⽂書からコンテンツを Team Foundation Server にプ
ッシュしたりできます。 

Personify では TeamLook™ も提供しています。これは、ソフトウェア開発プ
ロジェクトの関係者全員が Office Outlook から Visual Studio Team System 
2005 プロジェクトを介してコミュニケーションや共同作業を⾏うことができる
ようにする便利なソフトウェア プロジェクト ダッシュボードです。 

会 社  Web サ イ ト  ( 英 語 ) | TeamSpec の 概 要  ( 英 語 ) |  
デモ/チュートリアル (英語) 

 
図 7. Personify Design TeamSpec と Office Word の画⾯例 

Ravenflow RAVEN 
Ravenflow は、ビジネス アナリストの要件の洗い出し、分析、指定、検証を⽀
援する RAVEN™ と呼ばれるソリューションを提供しています。RAVEN は構⽂
解析ソフトウェアで、平易なビジネス英語テキストを解析し、⾃動的にアクティ
ビティ図と職責図を⽣成します。すぐにグラフィカルなフィードバックが得られ
るので、要件の誤りを検出したり、アプリケーション フローを把握したりでき
ます。 

Ravenflow では Team System との統合により、Ravenflow でキャプチャされ
た要件を Team Foundation Server の作業項⽬として発⾏できます。 
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会社 Web サイト (英語) | RAVEN の概要 (英語) | デモ/チュートリアル (英語) 

 
図 8. 図が表⽰されている RAVEN の画⾯例 

stpsoft stpBA と Quew 
Visual Studio Team System 2005 対応の stpsoft stpBA ストーリーボードを
使⽤すると、ビジネス アナリストやアナリスト開発者が、Microsoft Visio と互
換性のあるグラフィックを使⽤して、GUI からチーム プロジェクトの要件とシ
ナリオをキャプチャ、改良、および検証できます。このツールは Team System 
プロセス テンプレートとシームレスに統合し、画⾯フロー図、HTML ストーリ
ーボード、UI 仕様、機能仕様、Team System 作業項⽬、テスト スクリプトを
⽣成します。stpsoft は、stpsoft Quew という名前の軽量のドキュメント ベー
スの要件ツールも提供しています。 

会社 Web サイト (英語) | Visual Studio Team System ⽤ stpBA の概要 (英
語) | デモ/チュートリアル (英語) 

 
図 9. stpBA の [Publish Work Items] ダイアログ ボックスの画⾯例 
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Techno Solutions Visual Use Case と TopTeam Analyst 
Techno Solutions では⼀連の ALM ツールを販売しています。そのうち、2 つ
のツールが要件開発に使⽤できます。どちらも Team Foundation Server と統
合します。 

Visual Use Case™ は、ユース ケースのイベント フローの作成とユース ケース
図の描画に使⽤するツールです。TopTeam Analyst™ は、要件を⽂書化、優先
順位付け、および管理するツールを提供する要件管理ツールです。このツールは
階層型の要件構造を使⽤し、リッチ テキスト編集機能と、トレーサビリティ ダ
イアグラム ツールおよびエディタを提供しています。 

会社 Web サイト (英語) | Visual Use Case の概要 (英語) | TopTeam Analyst 
の概要 (英語) 

Holocentric Modeler 
以 下 は 、 Holocentric Modeler 5.2 の パ ン フ レ ッ ト か ら の 引 ⽤ で す 。 
Holocentric Modeler 5.2 を使⽤すると、ビジネス プロセスの⾮効率な箇所を
特定し、より優れたプラクティスをデザインできます。プロセスに含まれる各段
階の期間やラグ タイム、頻度と量、⽉給とスキル レベルなどのデータをすべて
含む、現実的なシナリオをキャプチャできます。表現も重要です。別のダイアグ
ラム記号を使⽤して、スイムレーンやフリー フォームなどユーザーに合わせて
表現を調整し、より詳細なダイアグラム ビューで期間とラグ タイムを表⽰しま
す。最適な結果が得られるように、プロセスを分析したり、変更をシミュレーシ
ョンしたりすることができます。シナリオを強調表⽰すると、モデルの分析中の
パスが表⽰されます。 

会社 Web サイト (英語) | Holocentric Modeler 5.2 のパンフレット (英語) | 
デモ (英語) 
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付録 A: OFFICE EXCEL
を使⽤した作業項⽬の分解

Title 列のインデントは、スプレッドシート内でしか維持されません。つまり、
スプレッドシート内で⽰されている作業項⽬の親⼦のリレーションシップは、
Team Foundation Server には保存されません。したがって、.xls ファイルは
破棄しないでください。要件の作業の進捗による影響を確認するには、このスプ
レッドシートを定期的に更新する必要があります。 

要件をタスクに関連付けるには、[リンクと添付ファイル] ダイアログ ボックス
を表⽰して、⼿動で要件をタスクに関連付けます。これにより、同じ情報が 
Visual Studio Team System レポート ウェアハウスにもレポートされるように
することができます。 

 
図 10. Office Excel を使⽤した作業分解の例 
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付録 B: 要件品質レポート テスト結果は、作業項⽬フォームでテストをリンクするか、任意のテストの実⾏
結果を任意の要件に関連付けることで、要件と関連付けることができます。この
関連付けを作成したら、Visual Studio Team System キューブからテスト結果
パースペクティブを取得します。これは、.rdl ファイルの作成時か、Office 
Excel にデータ ソースをバインドすることで処理できます。 

図 11 は、Office Excel にバインドされたキューブと、要件およびテストの実⾏
結果についてのレポートを⽰しています。 

 
図 11. 要件品質レポートと Office Excel にバインドされたキューブの例 
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付録 C: 要件進捗レポート 図 12 は、サンプル データを使⽤して要件とタスクの関連付けを⽰したもので、
要件ごとに何件のタスクが残っているかを⽰しています。このようなレポートを
作成するには、Team Foundation Server の作業項⽬フォームで、要件とタス
ク作業項⽬が関連付けられているかどうかをユーザーが確認する必要があります。
このデータは、"関連作業項⽬" キューブから取得されたもので、これには主属
性と関連属性があります。 

図 12 の例では、"作業項⽬の種類" が "要件" でフィルタされ、"関連作業項⽬の
種類" が "タスク" でフィルタされて、他の作業項⽬の関連付けが表⽰されない
ようにしています。 

 
図 12. 要件進捗レポートの例 
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