
テストの自動化と品質管理
「品質と生産性向上のためのアプローチ」

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

• 自動化によるテスト作業の効率化

• 一貫したテスト プロセスによる効果的な品質管理

• クラウド サービスを活用したテスト環境の整備

• Visual Studio によるアプリケーション ライフサイクル管理

• ホワイトペーパー：テストの自動化と品質管理

• MSDNサブスクリプション

• 導入モデル：10ユーザー

• 導入モデル：20ユーザー
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自動化によるテスト作業の効率化

課題：多くの手作業によるテストプロセスの煩雑化

解決策：自動化による一貫したテストプロセス

同じテストの繰り返しによって工数が増大する。

各工程で必要なテストを行い、
品質が担保されるので、
手戻りの発生を極小化！

いつでも最小限の工数で十分なテスト実施が可能！

テスト作業を自動化できる！

手戻りの発生でプロジェクトが遅延する。

アプリケーション品質の向上！

エンジニア間の作業品質のばらつき

ツールの共通化によってエンジニアの作業を均質化！

テスト作業の多くの作業が手動ベース

後工程になって、
潜在的な不具合が顕在化する。

テスト プロセスの自動化によるアプリケーション開発工数の削減
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一貫したテスト プロセスによる効果的な品質管理

課題：担当者のスキルに依存した品質管理

解決策：システム化による品質管理の均質化

KKD（経験・根性・度胸）に依存した品質管理

プロジェクト マネージャーが品質を管理することが困難。

統合リポジトリに管理されているため、
適切な情報を迅速に取得できる！

品質状況の分析や
その対策立案に集中できる！

報告作業を省力化できる！

多くの管理帳票や成果物から
必要なものを探すのが困難。

アプリケーションライフサイクル全般にまたがる開発基盤による一貫性のある品質管理

管理票

要件
単体テスト手順書

テスト
管理票

不具合
管理票

不具合報告書

変更管理票

結合テスト手順書

非機能テスト手順書

要件 単体テスト 不具合報告書
結合テスト手順書
非機能テスト手順書

ソースコード
実行モジュール

結果の聞き取り、集計、レポート作成作業に工数がかかる。

テスト プロセスの自動化による高品質なアプリケーションの開発
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課題：物理的なテスト環境構築作業に要する工数とコスト

クラウド サービスを活用したテスト環境の整備

解決策：仮想化技術を活用した効率的なテスト環境の構築

毎回プロジェクト毎に
適切な環境を用意するのは大変。

必要なテストパターン数に応じて個別の検証環境を構築

ハードウェアとライセンス費用が
必要な上、管理工数も増大。

仮想マシンを活用することで、テスト担当者の
人数分のテスト環境を迅速に提供！

開発検証向けライセンスの利用で、
テスト環境用のライセンス費用を削減！

サービスパック、パッチなど
細かな差異の環境が多く管理が困難。

テスト担当者の人数分の
環境を用意するのは大変。

テストベンチの差分管理が可能なため、
個別環境のパッチ メンテナンスが容易！

検証パターンのテンプレート化と複製によって、
効率的なテスト環境の構築を実現！

開発検証向けライセンスとパブリック クラウド プラットフォームを活用した効果的なテスト環境

クラウドサービスの
無償利用枠を活用できる！
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Visual Studio によるアプリケーションライフサイクル管理

要件定義／設計 開発 テスト 運用

開発基盤 –開発プロジェクト全般にわたり、関係者に統一化された共通の機能を提供

成果物の一元管理

ドキュメント管理 (設計書など)

ソースコード管理

透明性の高いプロジェクト管理

進捗管理

共通化された
作業管理

プロジェクト
状況の可視化

メンバー間の
情報の共有

開発作業の自動化

ビルド／テストの自動化

品質検証の統制／自動化

潜在する要件を引き出す

依存関係の把握 テストの自動化 包括的なテストの実施

非機能要件の検証

詳細な障害解析

ビジネス要件にもとづく、最適なアプリケーション形態の選択

フィードバックの収集開発生産性の向上
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ホワイトペーパー：テストの自動化と品質管理

 アプリケーション ライフサイクルを通じて パフォーマンス テストとストレス テストを実行する
• http://download.microsoft.com/download/8/6/B/86B04A13-34A7-431F-A7CA-

1422B3C1ED62/PerfAndStressTest.pdf

 早期および頻繁なテスト
• http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/vstudio/ee330950(v=vs.110).aspx

 Visual Studio 2012 による継続的な価値提供のためのテスティング ガイド
• http://download.microsoft.com/download/E/F/B/EFB6002B-95CF-4323-8FFE-

C23C98BF8C32/VS2012_TestingforContinuousDelivery.pdf

 その他の関連ホワイトペーパー
• http://www.microsoft.com/ja-jp/dev/using/paper/default.aspx

http://download.microsoft.com/download/8/6/B/86B04A13-34A7-431F-A7CA-1422B3C1ED62/PerfAndStressTest.pdf
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/vstudio/ee330950(v=vs.110).aspx
http://download.microsoft.com/download/E/F/B/EFB6002B-95CF-4323-8FFE-C23C98BF8C32/VS2012_TestingforContinuousDelivery.pdf
http://www.microsoft.com/ja-jp/dev/using/paper/default.aspx
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MSDNサブスクリプション

評価、テスト、開発、検証に利用できるマイクロソフト製品の包括的な調達による製品評価と開発コストの低減

Windows

Dynamics

SQL 
Server

Windows 
Server

SharePoint 
Server

Exchange 
Server

MSDN

各種製品の個別調達
サブスクリプション特典による
各種製品のダウンロード

メリットは、コストだけではありません !

（１）
必要な時に
すぐ利用

（２）
旧バージョンも
入手可

（３）
複数のPCで
利用可能

（４）
テクニカルサポート

1. 都度のライセンス購入手続きが不要
2. 必要な時にダウンロードして利用可能
3. 販売が終了した旧バージョン製品も入手可能
4. ユーザー ライセンスなので複数 PC で利用可能
5. テクニカル サポートを利用可能
6. 技術トレーニングを受講可能
7. Windows Azure の無償利用枠の提供

調達コスト
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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。




