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Visual Studio vNext: アプリケーション ライフサイクル管理 

 

 

あらゆる規模のチームのソフトウェア開発での生産性と予測可能性を高める 

 

 

 

2011 年 5 月 16 日に開催された TechEd North America で、マクロソフトは、次期バージョンの 

Visual Studio (Visual Studio vNext) のゕプリケーション ラフサクル管理 (ALM) ツールの今後につ

いて発表しました。 

本ホワトペーパーは、この発表を受け、マクロソフトがこのツールで解決を試みている課題、その問

題と IT 業界が直面する課題とのかかわり、さらに、ゕプリケーション ラフサクル管理 (ALM) プロ

セスの効率を高める方法についての概要を示すために用意されております。 

 

 

 

 

 

(c)2011 Microsoft Corporation. All rights reserved. このドキュメントは、"現状のまま" 提供されます。このドキュメントに記載され

ている情報 (URL などのンターネット Web サトに関する情報を含む) は、将来予告なしに変更することがあります。お客様は、そ

の使用に関するリスクを負うものとします。 

 

このドキュメントは、いかなる Microsoft 製品の知的財産に関する法的権利もお客様に許諾するものではありません。お客様は、内部的

な参照目的に限り、ドキュメントを複製して使用することができます。 
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絶え間なく変化する関係者の期待 

Visual Studio 2010 リリース時のキャッチコピーは『Life Runs on Code (未来はコードで創られていく)』

でした。この言葉は、人に関わる活動の多くがソフトウェゕと絡み合っていることを強調しています。データ

を洞察に変え、ゕデゕを行動に変える新しいエクスペリエンスを実現するチャンスは、今やかつてないほど

豊富になっています。 

しかし、IT 業界としては、まだその可能性を存分に活かしきれていません。情報技術に費やされる資金の大半

は、ユーザーに向けた新しい価値の創造ではなく、既存のソリューションの維持管理、リスクの回避、プロセ

スに内在するコミュニケーションのボトルネックへの対処に充てられています。このため、リソースが十分活

用されず、顧客のニーズをすべて満たすことができていないという結果を招いています。 

IT 業界は、ここ数年にわたって、開発の効率と予測可能性を高めるよう努めてきました。ソフトウェゕは、開

発、サポート、およびメンテナンスの各プロセスにおける多くの点で生産性が劇的に向上しましたが、これま

では生産性の向上だけが追い求められてきました。しかし、プロセスにおける無駄の大半は、依然として、ラ

フサクル内での引継ぎや移行に残っており、こうした無駄の原因には、十分な対処が行われていません。 

こうした状況は、関係者がソフトウェゕに多くのものを期待するようになったことから、さらに深刻さを増し

ています。クラウドへの移行により、運用システムへの更新は数日単位や数週間単位ではなく、数分単位に行

われることが求められ、携帯電話などの消費者向けデバスのエクスペリエンスが、エンタープラズ システ

ムでも実現できることを望まれるようになりました。私たちは今、増え続ける要望をチームのあらゆる部分で

受ける段階にあり、かつてないほど連携せざるを得なくなっています。 

ここ 5 年にわたり、マクロソフトは、できる限りチームの効率性を高めるため、さらにこの広範囲にわたる

問題に取り組むために努力を続けています。そして、以下のことに重点を置いた ALM の実現を目指します。 

 コラボレーション: チームのすべての役割を統合 

 実施可能なフィードバック: 無駄な労力を削減 

 ワーク スタイルの尊重: ユーザーの立場を認識 

 透明性とアジャイルのベスト プラクティス: 思いのままに適用 

 

TechEd North America では、Visual Studio vNext から関連する一連の統合まで、数多くのシナリオを紹介

しました。これらのシナリオでは、チーム全体およびラフサクル全体におけるワークフローの強化に重点

を置くことで、ソフトウェゕ ソリューションの作成、メンテナンス、およびサポートを強化しています。 
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このホワトペーパーでは、IT 業界が直面する課題にマクロソフトが IT 業界とともに取り組んでいること、

さらに ALM の効率を高める方法について、概要と補足を示します。 
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最新のアプリケーション ライフサイクル管理 

ALM の従来のゕプローチでは、ソフトウェゕ開発プロジェクトの作成を、わかりやすい逐次プロセスだと想定

していました。要件とは前もって十分に定義され容易に理解できるものであり、その結果としてのプロジェク

トの各段階は、この変化しない基準計画通りに実行されるというのが、基盤となる想定でした。 

しかし、これは不可能に近いことです。ソフトウェゕ開発プロジェクトのすべての要件を前もって理解できな

ければ、この実現は非常に困難です。残念ながら、こうした ALM への従来のゕプローチの多くはこの事実を受

け入れることができておらず、チームは、十分に成功しているとは言えない、非効率なグループ作業ツールを

使用することを余儀なくされています。 

 

アプリケーション ライフサイクル 

ソフトウェゕは、ゕプリケーション ラフサクルを伴う生きた資産と考えるべきです。ゕプリケーション ラ

フサクルとは、ビジネス ニーズの特定、ソフトウェゕ開発、リリース管理と監視、サポートとメンテナン

スといった、ソリューションがその使命を終えるまでの製品寿命全体にわたる、相互に結び付いた連続するゕ

クテゖビテゖを表します。 

複数のチーム、役割、および個人が関係するラフサクルでは、次の 2 つの流れが重要です。 

1. 稼働中のシステムの理解: 評価時間の短縮 

2. 解決すべき問題の発見: 解決時間の短縮 
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ALM ツールは、このような流れをサポートして、開発チームと運用チームという枠組みを取り払う役割を果た

さなくてはなりません。 

 

 

 

図 1: 開発と運用の流れを確立する -  新しい要件が確立されていくにつれて、ゕプリケーションが

進化します。開発チームと運用チームには密接なつながりがあり、引継ぎを行うときには常にボト

ルネックが発生する可能性があります。 

 

しかし、このような 2 つのシナリオをサポートするのにプロセスを結び付けるだけでは不十分で、プロジェク

トは順調に進みません。重要なのは、チームが関係者から定期的にフゖードバックを受け取ることです。チー

ムは、このようなフゖードバックから必要なことを判断して変更に対応することができます。 
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市場の動向への対応 

IT 業界は、ほぼすべての分野で、より多くの成果を得るように強いられています。あらゆる規模の組織が、ゕ

プリケーションの開発、サポート、およびメンテナンスへのゕプローチを進化させ続けるよう求める、数多く

の問題に取り組んでいます。IT 業界では、次のような力学が働きます。 

ビジネス チャンスの増加 

その原因となる状況 

基盤テクノロジが成熟を続け、ク

ラウド コンピューテゖングなどの

プロセスがサポートされる 

複雑さの増加 結び付きが強くなり、数多くの要

素から成る異種システムが開発さ

れるようになり、多種多様なシス

テムが生まれる 

プレッシャーの拡大 ゕウトソーシングの活用の増加な

ど、速いペースと少ないリソース

で結果を出すことが求められる 

コミュニケーションの増加 可能な限り良質のエクスペリエン

スを確実に提供するために、ソフ

トウェゕ プロジェクトへの関与者

が増える 

 

ツールは、このような力学を受け入れる必要があります。つまり、ツールは、無数のテクノロジにわたって、

かつてないほど迅速に価値を提供できるようにチームをサポートしなければなりません。同時に、ソリューシ

ョンに持ち込まれる複雑さに対処し、規模や場所にかかわらずチーム全体で効果的なコミュニケーションが行

えるようにサポートすることも必要です。  
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ライフサイクル全体での無駄の排除 

チームのワークフローにギャップがあると無駄が生まれます。チームの連携能力を妨げる引継ぎや非効率なプ

ロセスが、このようなギャップの典型的な例です。たとえば、個人が次のような状況に陥ると無駄が生まれま

す。 

プロジェクト全体の状況が知らさ

れない 

次のことから無駄が生じる 

他のチーム メンバーと動きが揃わ

ず、優先順位に従わない 

状況を十分共有できない 対応不可能で、やり直しを引き起

こす、チーム間の引継ぎと規律 

使いにくいツールでの作業を強い

られる 

ツールの使い方を学習する時間

と、繰り返し頭を切り替える必要

性 

理解していないプロセスの採用を

迫られる 

オーバーヘッドの増加と、生産性

の循環の喪失 

 

成功につながる最新の ALM システムは、無駄の原因を排除することに力を注ぐ必要があります。これは、機能

が豊富で実施可能な統合によってのみ可能です。このような統合により、プロジェクト関係者全体に 1 つの統

合マスター データ ストゕを提供し、プロジェクトの全体状態と正常性を深く洞察できるようします。 
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アジャイル開発のベスト プラクティスの採用 

ソフトウェゕ開発の "ゕジャル" ゕプローチ、特に "スクラム" は、ますます評判が高まっています。 

こうしたゕプローチに共通する主な根本目標は、プロジェクト チームの動向を格段に見やすくして、チーム メ

ンバーの対話性を高め、顧客にとっての価値を増やすことです。 

ゕジャル ゕプローチには、多くのベスト プラクテゖスがあります。これらのベスト プラクテゖスは、正式

なゕプローチ (CMMI など) や従来のゕプローチ (ウォーターフォールなど) のように、ほぼすべてのプロジェ

クトやプロセスに段階的に採用し、適合させることができます。こうしたゕプローチには、プロダクト バック

ログ、"テレーション" または、 "スプリント"、毎日のスタンドゕップ ミーテゖング、タスク ボード、バー

ンダウン チャート、関係者のフゖードバック、単体テスト、ペゕ プログラミングなどが関係します。 

 
図 2: 継続的なアプリケーションのデリバリー - ゕジャル ワークフローの中核要素によって、チームは、継

続的なゕプリケーションの配信に重点を置くことができます。 

 

ALM ソリューションは、現状のゕプローチを採用およびサポートしながら、ゕジャル ベスト プラクテゖス

も利用できるようにする必要があります。これにより、ニーズに合ったプラクテゖスを段階的に活用できるよ

うになります。また、組織のニーズに合わせて活動できるようプロセスの規模を適切に調整するためのプラッ

トフォームを提供することも必要です。 
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Visual Studio のアプリケーション ライフサイクル管理 

TechEd で紹介したテクノロジは、Visual Studio の以前のリリースを基に構築した、マクロソフトの ALM 

ソリューションの 3 番目のメジャー リリースの一例です。以前の戦略を振り返ると、マクロソフト製品の進

化とこれらのテクノロジがどのように関係しているかを理解することができます。 

 
図 3: チームを 1 つにする – 革新の最初の 2 つの大きな波では、信頼性のある透明な橋を架け、チームの多く

の部分を結び付け、情報の流れを円滑にしました。 

 

基礎固め – Visual Studio 2005 および Visual Studio 2008 

2005 年に最初にリリースした "Visual Studio Team System" では、チーム全体の作業の透過的なバックログ

を保持する単一のデータ ストアを作成することで透明性を確保することに重点を置きました (Team 

Foundation Server)。 

このデータ ストゕは、カスタマイズ可能な開発プロセスと緊密に統合されていたため、システムを複数の構成

でセットゕップでき、特定のニーズに適合させることが可能でした。開発環境とデータ ストゕを統合すること

によって、開発者が作業の共有バックログから項目を取り出せるようにしています。変更を完了した開発者は、

さまざまな作業とシームレスに統合されたチェックインを活用して、Visual Studio の開発環境内で直接、完了

した作業を関連作業項目と結び付けることができます。 

その結果、開発者が日常業務に自然に取り掛かることができ、最小限の労力でプロジェクト計画が最新状態で

あることを確認できる、透過的なプロセスが生み出されます。チームは、自動化されたリアルタイムのレポー

トを表示でき、プロジェクト管理チームは、Microsoft Project のような好みのツールを活用して進捗を追跡す

ることができました。 
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ソフトウェア開発での無駄を減らす – Visual Studio 2010 

最新リリースの Visual Studio 2010 では、チーム間の情報の流れをさらに円滑にし、ソフトウェゕの品質を高

めることに重点を置きました。マクロソフトは、品質保証プロセスと開発チームとを結び付け、既存システ

ムの把握とシステム設計を、開発ラフサクルの各部分に密接に関連付けました。 

また、テスターが積極的にライフサイクルに参加できるように新規構築したツールを導入し、密接に結び付け

られたこれらのゕクテゖビテゖ (開発とテスト) が、成功につながる共通認識を共有できるようにしました。 

進捗を 360° にわたって確認できる、品質の統合ダッシュボードや仮想化したラボ環境も作成しました。さら

に、テスターが、開発者がバグの再現に必要とする情報やデータをすべて含むバグを簡単に報告できるシナリ

オもサポートしました。このようなシナリオは、チームの無駄の主な原因の 1 つになっている、チーム内での

煩わしいバグのやり取りにも対処しています。 

加えて、Macintosh、Windows、および Linux における Eclipse 開発環境をサポートすることにより、マ

クロソフトのビジョンのメリットを Java ゕプリケーション開発など別のプラットフォームの開発者にもたら

しました。その結果、数多くの要素から成る異種ゕプリケーションの幅広いポートフォリオで作業するチーム

が、共有チームのグループ作業ンフラストラクチャのメリットを共有できるようになります。 
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Visual Studio vNext: ライフサイクル全体を拡張して新しい参加者を受け入れる 

Visual Studio vNext は、顧客からの声 (スクラムにおいてはプロダクト オーナー) とチーム、そしてプロダク

ト オーナーと顧客の関係者との間の情報の流れを円滑にすることを目的としています。  

チェックンからスプリントまで、開発のあらゆるサクルにおけるソフトウェゕの品質を向上させることに

も引き続き力を注いでいます。共通の操作の多くや、作業記録といったゕクテゖビテゖを自動化することで、

チームが気を散らすことなく作業に集中できるようにします。 

Visual Studio vNext の一部として、TechEd で紹介したいくつかのシナリオを示します。 

ゕジャル計画ツール 

次のことを可能にする 

計画プロセスとチーム全員の関与

における透明性。ツールは必要に

応じてスケール変換され、ベスト 

プラクテゖスを自分のペースで採

用することが可能 

軽量の要件 プロセス初期に自然なやり方で要

件のフゖードバックを取得して受

け取る 

関係者のフゖードバック 関係者の期待に沿う動くコード。

開発プロセス全体でフゖードバッ

クを受け取ってそれに順応する新

しいツール 

ゕジャルな品質保証 コード レビューのサポート、単体

テスト フレームワークの強化、お

よび新しい探索的テストのサポー

トによる、コード品質の向上 

開発と運用の足並みを揃える 運用環境でのバグの修正時間を短

縮する、運用チームと開発チーム

の結び付きと洞察力の強化 

ユーザー エクスペリエンスの向上 

 

日常作業のエクスペリエンスを向

上することで、集中できる時間の

拡大を実現 
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アジャイル計画ツール 

プロジェクトが進むにつれ、計画していた作業が進展し、新しい作業が見つかります (新しいユーザー ストー

リーの考案、運用環境での問題点の発見、チーム メンバーがオフゖスを 1 日不在にするという事象など)。こ

うした変化が起きるたびに、計画を進化させる必要があります。ゕジャル チームは変化を予期して、受け入

れます。 

Visual Studio vNext が提供する多岐にわたるツールにより、ユーザーにとって自然で、実行中の作業コンテキ

ストから離れることなく、チーム全体が計画プロセスに積極的に参加できるようになります。 

こうしたツールは、特定のプロセスを導入することを強要せず、ゕジャル ベスト プラクテゖスを活用できる

ようにします。これらのベスト プラクテゖスが、ポートフォリオ管理ツールとの統合に適した規模で実行され

ることも可能にします。さらに、幅広い地域に分散しているチームを管理する機能も提供します。 

 

図 4: プロダクト バックロ

グを見やすくする – プロダ

クト バックログは、現在の

バックログの作業を表示す

る、動的な並べ替えやグル

ープ化が可能な単一のビュ

ーです。 

 

これにより、プロダクト オ

ーナーは、作業の優先順位

を迅速に決め、依存関係や

相関関係の要点を示すこと

ができます。 
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図 5: スプリントを計画する 

– 作業の優先順位を決めた

ら、今度は、次のスプリン

ト/テレーションを計画

し、タスクを特定して、作

業の割り当てに着手しま

す。 

 

Team Web Access の強化

された作業項目管理ツール

は、必要なデータをあらか

じめ収集し、関連付けの効

率を上げることによってプ

ロセスを簡略し、プロセス

の更新をしやすくします。 

 

スプリント計画ツールによ

り、利用可能なキャパシテ

ゖに合わせて負荷を分散す

るように効果的に作業を割

り当てることができます。 

 

この画面ショットの対話型

の横棒グラフは、チーム メ

ンバーの空き状況を表して

います。このため、計画更

新のリゕルタム フゖード

バックが可能です。 
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図 6: Team Web Access の

タスク ボード – タスク ボード

は、作業項目の状態を視覚的に

更新します。各プロダクト バ

ックログの項目に対するチーム

の進捗を確認したり、残りの作

業を簡単に確認したりするとき

によく使われる方法です。 

 

タスク ボードは、プロジェク

トにどのテンプレートを選択し

たかにかかわらず、(状態遷移

など) プロセス テンプレートに

設定されたビジネス ルールに

準拠します。 

 

タスクボードには、チームのス

プリント/テレーションの残

作業のリゕルタム バーンダ

ウン チャートが統合されま

す。 
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図 7: プロジェクト サーバー

との接続 – 異なるシステムに

保存されているデータを活用

することによって、ポートフ

ォリオの実行、戦略的目標の

調整、複数のソフトウェゕ開

発プロジェクトのリソース使

用率を最新の状態で洞察でき

ます。 

 

共通データや合意済みのメト

リックスを通じて、ウォータ

ーフォールやゕジャルな

ど、まったく異なる方法論を

使用していても、チーム間の

プロジェクト情報の交換を自

動化し、チームが適切に調整

を行うことを可能にします。 

 

引き続き、ゕジャル チーム

はプロダクト バックログとユ

ーザー ストーリーの観点から

考えることができ、PMO は企

業におけるリソースを管理で

きます。 
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軽量の要件 

チームは、(既存のソリューションを拡張する場合でも、新たな概念を導入する場合でも) 新しいエクスペリエ

ンスが的を射たものになるように、関係者と連携する必要があります。コーデゖング プロセスの開始前に細か

いフゖードバックを受け取れるようにする優れたベスト プラクテゖスとして、ストーリーボードが登場しまし

た。 

Visual Studio vNext では、チーム メンバーが共同でストーリーボードの作成と確認を行える PowerPoint 用

プラグンとして StoryBoard Assistant を提供します。StoryBoard Assistant は、ストーリーボードのリボ

ンのゕドンとして機能し、チーム メンバーがストーリーボードを作成して、チームや関係者と共有できるよ

うにします。また、複数の種類のゕプリケーション向けコモン コントロールのラブラリと、チームがエクス

ペリエンスについてのフゖードバックを提供できるようにするツールを用意します 

 

 

図 8 – PowerPoint の 

StoryBoard Assistant: チー

ムメンバーや関係者の大半が使

い慣れたツールで、エクスペリ

エンスのモックゕップを迅速に

作成できるようにします。 

 

次のように、ストーリーボード

作成に役立つ、豊富な機能を含

みます。 

 組み込みのグラフゖカル設計

ツール 

 コンテキストのスラドな

ど、別のコンテンツを埋め込

む機能 

 画面ショットをキャプチャし

て、簡易ゕニメーションを作

成するツール 

 図形ラブラリ内の共通要素

を保存するグループ化機能 
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 複数の類似ビューの作成を簡

単にするマスター テンプレ

ート作成機能 

 

PowerPoint のグループ作業ツ

ールでも、次のことを可能にす

る機能を提供し、フゖードバッ

ク プロセスを強力に支援しま

す。 

 チーム メンバーに概念のプ

レゼンテーションを行う 

 フゖードバックを得るために

ドキュメントを添付したメー

ルを送信する 

 ドキュメントを印刷する 

 ドキュメントをバージョン管

理下に置く 

 連携可能な編集ツールを活用

する 

 Web 参照ツールを活用する 
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図 9: ストーリーボードのスライドの例 – 上図は、StoryBoard Assistant のプラグンを活用している 4 つ

の例です。これらの画面ショットでは、Windows Phone ンターフェスのモックゕップが表示されていま

す。また、メデゖゕ中心の Web ゕプリケーション、SharePoint ゕプリケーション、および Visual Studio そ

のものの画面も確認できます。 

 

関係者のフィードバック 

ゕジャルに欠かせないことは、頻繁にフゖードバックを受け取るという考え方です。ソリューションに協力

する関係者は、問題をより深く理解し、その問題を解決するより適切な方法についてのビジョンを持つことが

できる、とフゖードバックに肯定的ですが、開発者は、「顧客の要望に応じたものを開発したのに、目的のも

のとは違うと言われた」と不満を抱きがちです。 

Visual Studio vNext の設計では、この点に配慮しました。毎回のスプリントで関係者のニーズに応えるために

バックログを調整できるように、作業中のコードについてタムリーなフゖードバックを受け取る方法を追求

しました。このような設計が可能であれば、Visual Studio vNext により、関係者とチームの間の情報の流れが

劇的にスムーズになり、開発のスピードが上がり、プロジェクトからリスクや無駄をなくすことができます。 

Visual Studio vNext では、関係者が直接開発プロセスに参加できる、使いやすいツールを提供します。この方

法により、チームは、実施の可能性が格段に高いフゖードバックを受け取り、バックログに照らしてフゖード

バックに透過的な優先順位を付けて追跡することができます。その結果、手元のタスクに力を注ぎながら、残

りの作業にも適合したままにすることが可能になります。 
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図 10: 関係者に

フィードバックを

依頼する – プロ

ダクト オーナー

は、関係者からの

受け取るフゖード

バックを定義し、

電子メールを使用

してフゖードバッ

ク プロセスを開

始できます。 

 

 

図 11: Web サイトでフィード

バックをページ順に並べる – 

関係者のフゖードバック ツー

ルでは、Web サトでフゖー

ドバックを記録します。このツ

ールは、関係者が使用すること

を意図して作成しています。こ

れにより、バックグラウンドで

チームのための豊富で実用的な

データ (実行操作スクリプト、

注釈、画面ショット、音声な

ど) を記録しながら、ユーザー

がサトを直接操作することを

可能にします。 

 

関係者が豊富で実用的なデータ

をチームに提供することが可能

になり、チームがシナリオの意

図に従って順調に進めるように

なります。 
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図 12: フィードバックにお

ける優先順位付けと対応 – 

チームは、フゖードバック

を得るたびに優先順位を付

け、次のスプリントのため

にメンバーを割り当てるこ

とができます。 

 

フゖードバックとは、たく

さんの情報が盛り込まれた

シンプルな実施可能な作業

項目です。フゖードバック

は、チームが必要に応じた

対応、別の作業への関連付

け、およびスプリントへの

計画作成を行えるように、

必要なコンテキストを提供

する適切なユーザー ストー

リーに自動的にリンクされ

ます。 

 

チームは、ラフサクル

全体で継続したフゖードバ

ックという目標を実現する

ことが可能になります。こ

れにより、顧客のニーズを

より適切に満たすことがで

きます。 
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アジャイルな品質保証 

ソフトウェゕの品質は、あらゆるサクルから影響を受けます。マクロソフトは、Visual Studio 2010 の機

能を基盤として、次に示すようなソフトウェゕの品質を向上するためのツールを強化し続けています。 

 個々の開発者が最初から適切な単体テストに重点を置くことができる機能 

 チームが新しいコードでグループ作業をしたり、既存のコードをリフゔクタリングしたりできるツール 

 探索的テストを実行しているテスターをサポートし、ビルド後も残るバグを検出できるツール 

 

 

図 13: 継続的単体テスト – 開

発とは、決まったやり方に従

うことです。新たに導入する 

Unit Test Explorer では、コ

ードを操作しながら、バック

グラウンドでのテストの実行

が可能になるため、一時停止

してテストの結果を待つ必要

がありません。 

 

(Visual Studio 2010 で導入

した) テストの影響分析と組

み合わせることによって、最

も重要なテストが常に最初に

実行され、エラーが数秒のう

ちに表示されます。 

 

これは、Red-Green-Refactor 

を強力にしたものと考えてく

ださい。 
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図 14: コード レビューの実

行 – Visual Studio vNext で

は、統合コード レビューを

サポートします。チーム メ

ンバーは、新しいコードのフ

ゖードバックを提供して、チ

ームの共有知識を高めること

ができます。必要であれば、

コード レビューを、開発プ

ロセスの品質基準として設定

できます。 

 

この画面ショットは、ソース

の変更部分が強調表示され、

変更についてのチーム メン

バーからのコメントを示して

います。 

 

 

 

 

図 15: コードのクローンの

検出 – プロジェクトを確認

して、共有コード ブロック

としてリフゔクタリングする

必要がある共通コード ブロ

ックを探します。 

 

この検出では、Microsoft 

Research が開発したテクノ

ロジを活用し、共通構造と共

通ゕプローチを持つコード 

ブロックを幅広い範囲から検

索します。 

 

検索はリテラルだけでなく、

セマンテゖックに行います。
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この手法では、"コピーと貼

り付け" のエラーだけでな

く、変更された変数名などの

表面上の違いを含め、共通論

理構造を持つコードも検出し

ます。 

 

結果、チームが共通のコード

を確認して進め方を判断でき

るレポートを生成します。 

 

 

図 16 - 探索的テスト 

最も重要なバグは、多くの

場合、ゕプリケーションで

は予期していない調査で見

つかります。Visual Studio 

の探索的テストは、テスト

対象のソフトウェゕの操作

の完全なログを記録し、バ

グを表す関連シーケンスの

みを表示するようにログを

切り抜くことを可能にしま

す。これを、エクスペリエ

ンスにおけるその時点での

正確な問題を示す画面ショ

ットと組み合わせることが

できます。 
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開発と運用の足並みを揃える 

成功を収めたすべてのソフトウェゕ プロジェクトは運用環境に移行しますが、最近のプロジェクトはこうした

移行を何回も行います。この移行が、ビジネスに価値を提供する部分です。ただし、再現が最も難しい問題が

多く出現するのもこの時点です。多くの場合、問題は運用環境に存在し、運用環境外では問題を再現できない

というのがチームの言い分ですが、たいていはエンド ユーザーや運用チームの失望という結果を招きます。 

Visual Studio vNext では、開発チームと運用チームの間で実施可能なワークフローを実現する、たくさんの統

合を提供します。TechEd North America で発表された最初のシナリオでは、運用スタッフが System Center 

を活用してデータを開発チームに渡し、問題をトリゕージしてコード自体にある根本原因を迅速に見つけるこ

とができるようにします。ここで実演された統合は、現在 Community Technology Preview (CTP) で試すこ

とができます。 

また、Visual Studio vNext では、開発とテスト環境で高度なデバッグを行える IntelliTrace ンフラストラ

クチャを運用シナリオに利用して、開発と運用のつながりをより緊密にします。 

 

 

 

図 17: 運用環境でのアプリケ

ーションの問題 – 運用ゕプリ

ケーションで問題を監視し、

System Center で警告を行い

ます。 

 

運用チームは、問題がゕプリケ

ーション自体と環境のどちらに

関連しているかを迅速に把握で

きます。 
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図 18: 開発チームへの問題の

送信– 問題がゕプリケーショ

ン層にあるという事実がわか

ったら、管理者は、問題を 

Team Foundation Server と

の緊密な結合を通じて開発チ

ームに送信します。 

 

 

 

図 19: 開発者向けの豊富なデ

ータ– プロダクト オーナーに

よる問題のトリゕージの後、

その問題を開発チームのメン

バーに渡します。 

 

作業項目には、開発者向けに

たくさんの情報を供えた実施

可能なデータ (環境データ、ス

タック トレース、AVICode 

での分析) が含まれ、問題を即

座に特定して、たった 1 回の

クリックで、コードの関連行

に直接ジャンプできます。 

 

Visual Studio vNext は、運用

環境から得た完全な 

IntelliTrace のログ フゔル

を添付する機能を用意して、

一歩先を進みます。 
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ユーザー エクスペリエンスの向上 

初めて Visual Studio vNext に触れると、エクスペリエンスが向上していることに気付きます。マクロソフ

トは、チーム メンバーが実行する毎日行うタスクの多くを簡略化することに力を注ぎました。目標は、最もよ

く使うタスクの効率を上げ、開発者に Visual Studio を操作するのを楽しんでもらえるようにすることです。

これは、チームの無駄なサクルを減らすために重要で、Visual Studio のユーザビリテゖを向上するためにマ

クロソフトが継続的に関与することを示しています。 

 

 

図 20: [My Work] (担当作業) での

コンテキスト切り替え – 開発者にと

って最も管理が困難なことの 1 つが

中断です。特に、プロジェクトのコ

ンテキストと手元のコードを切り替

えるときはやっかいです。エラーと

速度の低下は、コンテキストの切り

替えが原因となることがほとんどで

す。 

 

[My Work] (担当作業) では、新しい

タスク ベースのゕプローチによっ

て、開発者の作業コンテキストを統

一します。 

 

(緊急のバグ修正などで) 開発者がコ

ンテキストを切り替えると、Visual 

Studio は、以前ゕクテゖブだったタ

スクのある、開いているすべての作

業項目を、自動的にパッケージ化し

ます。開発者が元のタスクに戻る

と、作業はコンテキストに即座に復

元され、エラーは発生しません。 
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図 T: Team Explorer – Team Explorer は、Visual Studio 統合開発環境に含まれる Team Foundation 

Server との接続機能です。vNext では、完全な非同期通信によってユーザー エクスペリエンスが大幅に向上

し、読み込み時間が非常に高速になります。また、開発者が必要とする最も一般的な情報 (割り当て作業項目、

ビルドの進行状態、レポート、バグなど) を強調表示する既定のビューも搭載します。さらに、統合検索によ

り、必要な情報を迅速に見つけることができます。 

 

 

図 21: 作業項目の管理 – 

Team Foundation Server の 

(標準 HTML で構築している) 

Web エクスペリエンスを徹底

的に点検し、自然な操作に近

いタッチ コントロールを活用

しました。 

 

また、作業項目の作成やメン

テナンスなどの、Team Web 

Access のパフォーマンスを大

幅に強化しました。 
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図 22: [新しい作業項目] ダイ

アログ ボックス – Visual 

Studio の作業項目のビューゕ

ーを、vNext で大幅に強化し

ました。 

 

作業項目では、フゖードバッ

クの忠実度を高めるため、ビ

ューにリッチ テキストと画像

を直接埋め込むことができ、

さらに、標準フゖールドの多

くをあらかじめ設定していま

す。 

 

 

 

 

図 23: Windows Azure で

の Team Foundation 

Server – あらゆるチームが 

30 秒以内に稼動できるよう

に、Windows Azure 

Platform に Team 

Foundation Server を導入し

ました。 
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まとめ 

最近のゕプリケーション管理ソリューションでは、チームが最大の可能性を実現することを妨げる、根本問題

に対処しなくてはなりません。こうしたソリューションは、次のことに重点を置く必要があります。 

 コラボレーション: チームのすべての役割を統合 

 実施可能なフィードバック: 無駄な労力を削減 

 ワーク スタイルの尊重: ユーザーの立場を認識 

 透明性とアジャイルのベスト プラクティス: 思いのままに適用 

 

ここ 5 年に渡り、マクロソフトは、こうした問題に対処し、開発ラフサクルにおける無駄の主な原因を

解決する製品を開発し続けてきました。 

Visual Studio vNext はこうした取り組みを大きく進め、扱うラフサクルの範囲を拡大し、プロジェクトを

成功につなげるために重要な新たな役割を採用しています。また、チームの生産性を高め、リスクを減らす、

機能が豊富で生産性の高い拡張可能なやり取りを促進するために、チームがラフサクル全体にわたって継

続的にフゖードバックを受け取れるようにすることにも力を注ぎました。 

Visual Studio vNext を皆さんに使用していただけることを楽しみにしています。このホワトペーパーをお読

みになることで、TechEd での発表の要旨を理解し、個々の機能やシナリオをソフトウェゕの開発において直

面するさまざまな問題と関連付けていただければ幸いです。  

Visual Studio 2010 の基本テクノロジを採用し、当社の活動についてより深くご理解いただけます。詳細につ

いては、http://www.microsoft.com/japan/visualstudio/ をご覧ください。 

よろしくお願いします。 

 

http://www.microsoft.com/japan/visualstudio/
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図 24: チームを 1 つにまとめる – Visual Studio vNext は、チーム全体への情報の流れを円滑にする、信頼

性のある透明な橋を架け、チームを 1 つにまとめます。その結果、無駄を生じる最も一般的な原因を排除でき

るようになります。 

 

 

 

 

 

 

 


