
チーム開発のためのプラットフォーム
「情報の見える化と共有による効率化」

日本マイクロソフト株式会社

「ビジネスニーズに対応する開発力強化」のシナリオ
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マイクロソフトの開発ソリューション

デバイスが多様化しクラウドサービスが進展する IT において、ビジネスニーズに対応する開発力強化を支援します

モダンデベロップメント
~マイクロソフトプラットフォームストーリー / エンタープライズ DevOps ~

モダン ライフサイクル

～ どうやって作るのか～

モダン アプリケーション

～何を作るのか～

DevOps

開発と運用の連携/

効率化

Agile Planning

継続的デリバリー/
アプリケーション
ライフサイクル管理

Quality Enablement

品質管理と
テストの自動化

Team Collaboration

開発チーム
コラボレーション

Embedded

組込み
アプリケーション

.NET

.NET と開発
プラットフォーム

Modern Consumer 
Applications

コンシューマー向け
アプリケーション

Modern Business 
Applications

業務アプリケーション
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コンテンツ

• 情報共有によるチーム開発プロセスの強化

• Team Foundation Server によるデータの共有

• プロジェクト状況の可視化による効率的な現状把握

• 多角的なデータ分析によるプロジェクト状況の可視化

• プロジェクト情報の一元管理によるトレーサビリティの強化

• リレーショナル情報を活用したトレース機能

• 導入モデル：10 ユーザー

• 導入モデル：20 ユーザー
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解決策：タスクやバグ情報をリポジトリで一元的に管理

課題：プロジェクト情報が個別に管理されていて状況が把握できない

情報共有によるチーム開発プロセスの強化

プロジェクト
管理

レポーティング

ビルド管理ソースコード

ドキュメント
バグ管理

情報共有による、プロジェクトを成功に導く開発基盤の構築

レポーティング

ビルド管理ソースコード

ドキュメント
バグ管理

ドキュメント

バグ管理

ソースコード

プロジェクト
管理

ビルド管理

様々なツールを個別導入しているため、

データの連携ができない。

各ツールのバージョンアップ毎に、

データの調整が必要。 人によって品質管理の方法や

レベルが異なるのでまとめられない。
担当者の異動や退職によって、

情報が正確に継承されない。

開発やテストの効率が悪く、

スケジュールを上手く管理できない。

開発／テストの進捗状況が

一目瞭然で確認できる！
ツールのカスタマイズや編集に、

工数をかけずにすむようになった！

共通基盤を使用することで
情報の精度が均一化できた！担当者間で情報を正確かつ

漏れなく共有出来るようになった！
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Team Foundation Server によるデータの共有
開発に関わるデータを共有し、社内・社外の関係者間での情報共有を実現

Team Foundation Server

Eclipse

開発環境

要件／バックログ
管理

タスク管理
プロジェクト管理

テスト管理

構成管理

ビルド管理

バグ管理

Webクライアント Excel,等による管理

フィードバック管理

運用環境マネージメント層

上流開発／設計

レポート／ポートフォリオ

UML／構成分析図

各種レポート出力

アラート／詳細ログ

帳票／成果物

要件（バックログ）／ドキュメント／ソースコード／バグ情報／テストケース／テスト結果／タスク／フィードバック／etc
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解決策：リアルタイムに一元管理されたデータベースからプロジェクトの現状を効率的に把握

課題：プロジェクト状況のリアルタイムな把握が困難

プロジェクト状況の可視化による効率的な現状把握
プロジェクトを分析する様々なレポートの生成

順調に進んでいると思っていたのに
報告をまとめると遅れが発覚。

テスト工数不足や、
非効率なテスト リソースの運用等で、
スケジュールが遅れてしまう。

バグ対応作業が特定の担当者に

集中するため修正作業が停滞。

バグの状況や担当者負荷を
監視して早期にアラートが出せる！ 過去のプロジェクト情報と比較した上で、

展開プランを検討できるようになった！

プロジェクトの進捗状況が可視化され

遅れや課題が明確化された！

プロジェクトの状況把握が難しくて、

納期とコストをコミットできない。
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多角的なデータ分析によるプロジェクト状況の可視化
データの 「Slice and Dice」 による分割・集計・分析により、プロジェクトの状況を可視化

テスト／障害

要件／バックログ

• 新規のレポートを独自に作成することも可能。
• 作業クライアントには Excel / Project / ブラウザを利用可能。

タスク（作業時間）
• 要件毎の作業進捗リスト
• 要件毎の作業進捗率グラフ
等

• 要件毎のテスト進捗
• 要件毎のテスト結果
等

• テスト全体の進捗
• テスト全体の結果
等
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解決策：開発の情報をTFSデータとして連携させ、高いトレーサビリティで業務効率を向上

課題：データ連携の不備による業務効率の低下

情報の一元管理によるトレーサビリティの強化
開発プロジェクト内の情報を一元管理することによるメンテナンス効率の改善

レポート

レポートレポート

レポート
担当者

リーダ マネージャ

リーダ マネージャ

担当者

担当者

手作業による集計による間違いが多発。 データや作業に重複があるため、

無駄な工数が増加する。
設計書とソースコードの

バージョンが合っていない。

テストの結果や、テスト時の

バイナリが見つからない。

必要な情報を
迅速かつ正確に集計できる！

データの一元化によって、

作業とデータの重複を削減！
データ管理に使っていた工数を

品質管理に活用できる！

必要な情報がすぐに検索でき、

作業の停滞が無くなった！

プロジェクトの進捗遅延が、
納期とコストに影響する。

アプリケーションの品質を向上できる！

プロジェクトの進捗が
改善されたことによって、
低コスト＆短納期で
アプリケーションを開発！

担当者 担当者 担当者
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リレーショナル情報を活用したトレース機能

Team Foundation Server の情報と成果物を連結させることによって高度なトレーサビリティを確保

要件管理

タスク管理
プロジェクト管理

テスト管理

構成管理

ビルド管理

バグ管理

業務要件

機能要件

テストケース

テスト結果

バグ票

ビルド／
ビルド成果物 タスク

ソースコード

フィードバック管理
フィードバック
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導入モデル： 10 ユーザー

* 記載している価格はいずれも参考価格です。実際のお客様の購入価格は販売店様により決定されますので、販売店様にお問い合わせください。

必要なライセンスの構成１

対象者 購入製品 ライセンス数

チームリーダー Visual Studio Ultimate with MSDN 2

開発担当者 Visual Studio Premium with MSDN 8

12,724,200円

必要なライセンスの構成２

対象者 購入製品 ライセンス数

チームリーダー Visual Studio Ultimate with MSDN 2

開発担当者 Visual Studio Professional with MSDN 8

6,057,000円

Team Foundation Server 利用のためにMSDN ライセンスを活用することを仮定Team Foundation Server 利用のためにMSDN ライセンスを活用することを仮定

2グループで開発合計10 名の場合

• グループA: 開発チームリーダー1名、開発者4名
• グループB: 開発チームリーダー1名、開発者4名
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導入モデル： 20 ユーザー

必要なライセンスの構成２

対象者 購入製品 ライセンス数

チームリーダー Visual Studio Premium with MSDN 2

開発担当者 Visual Studio Premium with MSDN 18

8,016,000円

必要なライセンスの構成１

対象者 購入製品 ライセンス数

チームリーダー Visual Studio Ultimate with MSDN 2

開発担当者 Visual Studio Premium with MSDN 18

23,017,200円

Team Foundation Server 利用のためにMSDN ライセンスを活用することを仮定Team Foundation Server 利用のためにMSDN ライセンスを活用することを仮定

2グループで開発合計20名の場合

• グループA: 開発チームリーダー1名、開発者9名
• グループB: 開発チームリーダー1名、開発者9名

* 記載している価格はいずれも参考価格です。実際のお客様の購入価格は販売店様により決定されますので、販売店様にお問い合わせください。




