
スクラム開発の効果を引き出すため Release Management for 
Visual Studio を導入
リリース プロセスのワークフロー化で人的負担を軽減し安定的な
継続的デリバリーを実現

「情報革命で人々を幸せに ～技術の力で、未来をつくる～」を企業理念に掲げ、豊かな情報化社
会の実現に貢献し続けているソフトバンク・テクノロジー株式会社。ここでは同社オリジナルの
クラウド アクセス コントロール サービスである「Online Service Gate」に、Team Foundation 

Server によるスクラム開発が導入されています。その効果をさらに引き出すために活用されてい
るのが、Release Management for Visual Studio です。これによってリリース プロセスのワーク
フロー化および自動化を実現し、人手に頼る部分を徹底的に削減。運用担当者でもリリースが行
えるようにしたことで、開発者の負担は大幅に軽減、これまで以上に安定的なリリースを実現。リ
リース サイクルをさらに短くし、よりタイムリーに新機能を提供できる体制も確立しつつあります。

導入背景とねらい
開発の属人性を回避するためスクラム開発を導入 
その効果をさらに引き出すためリリースの自動化へ

ソフトウェアは、「1 回開発してリリースすればそれで終わり」というものではありません。ソフト
ウェアが提供する価値を最大化し続けるには、ユーザー ニーズの変化に対応するために、継続的
な機能追加や問題点の修正が必要です。しかし、機能追加し修正されたソフトウェアを、十分な
品質を担保しながら迅速にデリバリー (提供 ) し続けることは、以前は決して簡単なことではあり
ませんでした。多くの IT 企業や IT 部門は現在も、ソフトウェアのデリバリーに多くの時間を費や
しています。

このような問題を、Release Management for Visual Studio (以下、Release Management) によ
るリリース プロセスの自動化で解決しつつあるのが、ソフトバンク・テクノロジー株式会社 (以下、
ソフトバンク・テクノロジー ) です。同社はソフトバンク グループの中で ICT サービスの中核を担
う存在であり、「情報革命で人々を幸せに」を企業理念に掲げ、技術力による新たな付加価値の創
出に挑戦し続けている企業です。

自社サービスとしても、Microsoft® Office 365 により高度な認証およびアクセス制御の機能を追
加する「Online Service Gate (以下、OSG)」を提供。日本企業のニーズにきめ細かく対応した機能
群が高く評価され、採用企業が急増、現在では約 8 万ユーザーが利用するサービスに成長してい
ます。また 2014 年 6 月には、従来サービスに比べて標準機能を強化した「Professional 版」と、
大規模利用を想定した「Enterprise 版」を発表しており、これらも 2014 年 7 月から提供されてい
ます。

ソフトバンク・テクノロジーの取り組みでまず注
目しておきたいのは、Release Management の
導入に先立ち、OSG の開発に「スクラム開発」を
導入していることです。

「スクラム開発はアジャイル開発手法の 1 つであ
り、米国では利用が広がっていますが、日本国
内ではなかなか手を出せませんでした」と語るの
は、ソフトバンク・テクノロジー株式会社 執行

ソリューション概要

○プロファイル
ソフトバンク・テクノロジー株式会社は、ソフト
バンク グループの中で ICT サービス事業の中核
を担う企業です。「情報革命で人々を幸せに」を
企業理念に掲げ、技術力による新たな付加価値
の創出に継続的に挑戦。お客様のビジネスを支
援するさまざまな ICT サービスの提供を通じて、
豊かな情報化社会の実現に貢献しています。

○導入ソフトウェアとサービス
・ Release Management for Visual Studio®

・ Microsoft® Team Foundation Server 2013
・ Visual Studio® Ultimate 2013 with MSDN
・Visual Studio® Premium 2013 with MSDN
・ Visual Studio® Professional 2013 with MSDN
・ Visual Studio® Test Professional 2013 with 

MSDN

○メリット
・ Release Management for Visual Studio に
よってリリース作業をワークフロー化すること
で、専門知識がない人でもリリースを行えるよ
うになった。これによって開発者の関与を最小
化でき、開発チームの作業見積もりを行いやす
くなった。

・ リリース作業の多くを自動化でき、人的コスト
を大幅に削減できた。また人的ミスの発生も
抑制可能になった。

・ リリース サイクルの安定化が可能になった。今
後はリリース サイクルをさらに短縮できると期
待されている。

○ユーザー コメント
「リリース作業をワークフロー化することで人によ
る作業を最小化でき、安定的なリリースが可能に
なりました。アジャイル開発の効果をリリース サ
イクルに反映するうえで、Release Management 
はきわめて強力な武器だと言えます」

ソフトバンク・テクノロジー株式会社
執行役員
技術統括
テクニカルソリューション本部長
玉井 充 氏
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役員 技術統括 テクニカルソリューション本部長の玉井 充 氏。日本では
個々の顧客の要件に合わせて開発を行う SI 案件が多く、従来型の開発
手法に慣れた顧客からは、新たな開発手法が敬遠されがちだったと説
明します。「しかし開発を効率化してお客様の要求に迅速に対応するに
は、アジャイル開発の導入が不可欠だと判断しました」。

その一方で、「スクラム開発導入以前は、グループ マネージャーのみが
タスク管理を行っており、属人性が高く負荷が集中しやすいという問題
がありました」と振り返るのは、ソフトバンク・テクノロジー株式会社 

技術統括 テクニカルソリューション本部 サービスインテグレーション部 

部長の峯 俊洋 氏です。グループマネージャーが万一倒れてしまえば、タ
スク管理に支障がでて、ほかのメンバーの作業に影響するリスクがあっ
たと指摘します。

OSG のスクラム開発への移行準備が始まったのは 2012 年 12 月。OSG 

の提供が始まってから約 2 年が経過していました。まずはタスク管理の
属人性を解消するために、Team Foundation Server (以下、TFS)を導入。
半年ほど試行的に利用して使い勝手に慣れた後、2013 年 6 月にスクラ
ム開発への移行に着手します。そして 2013 年 12 月に TFS 2013 へと
バージョンアップし、2014 年 1 月にスクラム開発の体制を確立している
のです。

「TFS によってスクラム開発へと移行したことで、タスク管理の属人性が
なくなりました」と、ソフトバンク・テクノロジー株式会社 技術統括 テ
クニカルソリューション本部 サービスインテグレーション部 OSGグルー
プ マネージャーの古賀 慎一 氏は語ります。現在ではタスクの分解や割
り振りを複数のメンバーで持ち回ることができ、スクラム チーム全体で
同じ仕事をしているという実感も、持ちやすくなっていると言います。
その一方で、複数のスクラム チームで開発 /品質保証を行うことで、チー
ム間の責任分担も明確になっていると指摘します。

しかし、スクラム開発の効果はこれだけではありません。「開発プロセ
ス全体を "見える化" できるのも大きなメリットです」と語るのは、ソフ
トバンク・テクノロジー株式会社 技術統括 テクニカルソリューション本
部 サービスインテグレーション部 OSGグループでスクラムマスターを務
める後藤 康浩 氏です。TFS には各チームのホームページやバックログ、
かんばんボードが用意されており、チームに関連する情報をひとめで把
握できるからです。問題が発生しても簡単に発見できるため、タスクと
人の入れ替えなどを柔軟に行うことができます。また同じく OSG グルー
プでスクラム マスターを務める大谷木 麻衣 氏も、「スクラム開発なら 1 

人では解決できない問題も、他の人がすぐ助けに入ることで解決しやす
くなります」と語ります。

古賀 氏は、「アジャイル開発のメリットを最大限に引き出すには、スク
ラム開発を導入するだけでは十分ではありません」とも指摘します。開
発がアジャイル化されてもリリースに手間とコストがかかっているよう
では、リリース サイクルを短縮することは困難だからです。また以前の 

OSG のリリースでは、リリース作業に開発者が関与しなければならない
部分が多いという問題も抱えていました。開発者がリリース作業に時間
を取られてしまうため、その分開発に費やせる時間が削られてしまって
いたのです。

この問題を解決するにはどうすればいいのか。この問に対してソフトバ
ンク・テクノロジーが出した答えが、Release Management の導入だっ
たのです。

導入の経緯
リリース プロセスのワークフロー化に着目 
自動化による人的ミス削減にも期待

ソフトバンク・テクノロジーが Release Management に着目したのは 
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図 1　 現在の OSG 開発およびリリース環境。タスク管理とコード管理はすべて TFS 上で行われ、ビルドの実行、社内検証環境への展開、本番環境への展開は、Release Management 上で依頼、
承認を行うことで、自動的に実行されます。
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2014 年 1 月。マイクロソフトの担当者から話を聞いたことがきっかけに
なりました。「話を聞いてすぐに、コストダウンに大きな効果を発揮する
と直感しました」と古賀 氏。Release Management によってリリース プ
ロセスの自動化が可能になれば人的負担が軽減できるからです。しかし
それ以上に重要だったのが、リリース プロセスのワークフロー化だと説
明します。これによって「誰がリリースに関与すべきなのか」を、根本か
ら変えることができるからです。「リリース作業をワークフロー化できれ
ば、アプリケーションに関する高度な専門知識がない人でも作業を進め
られます。これによって開発者を、リリース業務から解放できるのです」。

その一方で、「人手に頼る部分が少なくなれば、それだけミスも発生しに
くくなります」と言うのは玉井 氏です。できる限りツールを活用してリリー
スを自動化していくことは、リリース時の問題発生を回避し、サービス
の信頼性を高めるうえでも重要な取り組みなのだと語ります。

そこで 2014 年 3 月に Release Management を試験導入。その効果を
確認した後、2014 年 5 月から本格的な活用を開始しています。

現在の OSG 開発およびリリース環境は図 1 のとおりです。コードは全
て TFS 上で管理されており、開発者は Visual Studio でコードをチェッ
クアウト/チェックインして開発を進めていきます。開発タスクの割り振
りも TFS 上で行われており、複数のメンバーが操作できるようになって
います。ビルドの実行、社内検証環境への展開、本番環境への展開は、
Release Management 上で依頼と承認を行うことで、自動的に実行さ
れます。なお顧客へのサービスは、Microsoft® Azure 上で提供されて
います。

開発体制は図 2 のように変化しています。スクラム開発導入以前は多
数の開発メンバーを 1 人のマネージャーが管理しており、このチームで

品質保証やリリース作業もカバーしていました。これに対して現在では、
それぞれ数名のメンバーで構成される 2 つのスクラム チームが開発を行
い、これらに対応した品質保証チームも各数名の構成で用意、リリース
管理は運用チームに任されています。各スクラム チームには、開発 /品
質保証合わせて 3 名のリーダー /マスターがおり、タスク管理や進捗管
理を共同で実施しています。

リリース サイクル (スプリント単位 ) は、内部的なリリース サイクルと顧
客へのリリース サイクルの 2 レベルに分けて管理されています (図3)。
内部リリースのサイクルは基本的に 3 週間に設定されており、新規開発
されたコード (モジュール ) が順次 Azure 上のサービスに適用されてい
きます。ただしこれらの機能がすぐに顧客に提供されるわけではありま
せん。複数のモジュールが揃うことで初めて整合性を確保できる機能も
少なくないからです。

「たとえば、お客様が求める機能が 3 つのサブセットの機能から構成さ
れる場合、3 週間ごとにこれらのサブセットをリリースしてから、お客様
に新機能提供のアナウンスを行います」と古賀 氏。このような 2 レベル
のリリース サイクルを採用しているのは、開発チームにおける作業量割
り振りの最適化によって決まるリリース タイミングと、顧客と営業との
調整によって決まる顧客側に最適なリリース タイミングに、大きな差が
生じているからだと説明します。またサブセットとなる機能をあらかじ
め本番環境に適用して動作検証を行っておくことで、顧客へのリリース
段階で問題が発生するリスクを最小化できるというメリットもあります。

導入効果
少ない人的負担で安定的なリリースを実現 
開発チームの関与も最小化可能に

このような 2 レベルのリリースを、人手できちんと管理するのは決して
簡単ではありません。しかし、 Release Management の導入によって、
この管理負担は大幅に軽減しています。また自動化によって、リリース
作業の人的コストも大幅に削減しています。

「以前はリリース準備、ステージング確認、本番リリースをすべて人手で
行っていたため、1  回のリリースで 3 人×70 分 (210 人 分 ) の工数がか
かっていました」と語るのは、ソフトバンク・テクノロジー株式会社 技
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図 2　 開発およびリリース体制の変化。以前は 10 ～ 15 名の開発メンバーを 1 人のマネージャー
が管理しており、品質保証やリリース管理もこのチームでカバーしていました。現在では、
それぞれ 5 名のメンバーで構成される 2 つのスクラム チームが開発を行い、これらに対応
した品質保証チームも各 2 名の構成で用意、リリース管理は運用チームに任されています。

図 3　 OSG のリリース サイクル。開発チームによるリリース (内部リリース ) と、顧客に対するリ
リースを分離することで、両者にとって最適なリリース タイミングを実現しています。この
ような 2 レベルのリリース管理も、Release Management によって容易になりました。
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導入についてのお問い合わせ
本ケース スタディは、インターネット上でも参照できます。http://www.microsoft.com/ja-jp/casestudies/
本ケース スタディに記載された情報は制作当時 (2014 年 9 月 ) のものであり、閲覧される時点では、変更されている可能性があることをご了承ください。
本ケース スタディは情報提供のみを目的としています。Microsoft は、明示的または暗示的を問わず、本書にいかなる保証も与えるものではありません。
製品に関するお問い合わせは次のインフォメーションをご利用ください。
■インターネット ホームページ  http://www.microsoft.com/ja-jp/
■マイクロソフト カスタマー インフォメーションセンター   0120-41-6755
(9:00 ～ 17:30 土日祝日、弊社指定休業日を除く )
※電話番号のおかけ間違いにご注意ください。
＊Microsoft、Visual Studio、および Windows 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、ロゴ等は、各社の登録商標または商標です。
＊製品の仕様は、予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
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術統括 テクニカルソリューション本部 サービスインテグレーション部 

OSGグループの大山 貴久 氏です。これに対して現在ではリリース プロ
セスが自動化されており、人手はステージング確認で必要になるだけな
ので、1 人×10 分 (10 人 分 ) の工数で済むのだと説明します。「1 サイク
ルあたり 2 チームがそれぞれ 5 台のサーバーにリリースを行っており、3 

週間サイクルで年間 16 回のリリースがあるため、年間合計で 160 回分
のリリース作業が発生することになります。1 回のリリースで 200 人 分
削減されているので、年間で 32,000 人 分、つまり約 70 人日の工数を
削減できる計算になります」。この数字は本番環境へのリリースのみを
カウントしたものですが、テスト環境への展開はこれ以上の回数を行っ
ており、これも含めればさらに工数削減の効果が大きくなると言います。

リリースに関する技術的な知識も不要になりました。以前は開発チーム
の手を借りなければリリース作業が行えませんでしたが、現在では運用
チームのメンバーが担当しています。これによって開発チームの作業負
担は大幅に軽減されました。その結果リリースによって開発チームの負
荷が乱れることがなくなり、開発作業見積もりも容易になったのです。

さらに、リリース プロセスの自動化によって、ミスの発生がゼロになっ
たことも重要な効果です。「以前に比べてリリース時の心理的負担も小さ
くなりました」と古賀 氏。リリース時の記録も自動的に残るため、万一
問題が発生したとしても、迅速に対応できると言います。

リリース時の開発者の負担や人的コストが削減されたことで、リリース 

サイクルをさらに短縮できる可能性も生まれています。現在では内部リ
リースを 3 週間ごとに行っていますが、これを 1 週間ごとにすることも
検討されていると古賀 氏は語ります。内部リリースが 3 週間単位の場
合、顧客へのリリース タイミングは 3 週間の倍数になりますが、これを 

1 週間にできればよりきめ細かくタイミングを作ることが可能になり、
顧客や営業の要望に合わせやすくなります。

「Release Management によってリリース作業をワークフロー化するこ
とで、人による作業を最小化でき、安定的なリリースが可能になりました。
アジャイル開発の効果をリリース サイクルに反映するうえで、Release 

Management はきわめて強力な武器だと言えます」 (玉井 氏 )。

今後の展望
OSG における取り組みが十分に成功すれば 
将来は他のプロジェクトに展開することも検討

TFS でスクラム開発を導入し、さらに Release Management も活用す
ることで、サービスの提供形態を拡大できる可能性も出てきました。現
在の OSG は Azure 上で提供されていますが、将来は顧客のプライベー
ト クラウド上で稼働させることも、可能性としてはあり得ると考えられ
ています。「自社のサーバーでサービスを利用したいというお客様のニー
ズは以前からもありましたが、Release Management によって、このよ
うなシナリオも現実的になってきました」と古賀 氏。2014 年 7 月に始
まった「Enterprise 版」の利用が拡大すれば、このような要求はさらに
強まる可能性があると指摘します。

その一方で、「現在のOSGにおける取り組みが十分な成功を収めること
が前提になりますが」と前置きしながら、将来は社内の他のプロジェク
トにもスクラム開発を適用することで、開発効率がさらに向上するので
はないかとも古賀 氏は語ります。また峯 氏も、「社内には EC やバック 

オフィス系の開発チームもありますが、ツールを TFS に一元化してスク
ラム開発を導入すれば、開発チーム間でのノウハウ共有や、人材の流動
性向上も容易になるはずです」とも語ります。

「OSG で実践しているスクラム開発は、数年後には日本でも主流になる
でしょう」と玉井 氏。OSG 開発での経験を、今後は社内の勉強会など
でも積極的に共有していきたいと言います。「スクラム開発の効果は社
長を始めとする経営陣も、期待を込めて見守っています。ぜひともこの
経験を全社レベルに拡大していきたいと考えています」。
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