
 

 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

TFS の 

「クラウド開発サイクル」への移行 

 

Buck Hodges、Valentina Keremidarska 

2012 年 8 月 20 日 (v. 1.3) 

Microsoft 



 

2                 © 2015 Microsoft Corporation. All rights reserved. 

 

 

 

 

 

 
このドキュメントは現状版として提供されます。このドキュメントに記載されている情報や見解 (URL 等

のインターネット Web サイトに関する情報を含む) は、将来予告なし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た例は、説明のみを目的とした架空のものです。実在する事物とは一切関連

ありません。内部的な参照目的に限り、このドキュメントを複製して使用することができます。 

このドキュメントは、情報提供の目的にのみ提供されるものであり、マイクロソフトはこのドキュメントおよびその

記載事項について、明示と黙示とを問わずなんら保証を行いません。 

© 2015 Microsoft. All rights reserved. 

Microsoft、System Center、Visual Studio、および Windows Live は Microsoft グループ各社の商標です。その他、記載されて

いる会社名および製品名は、各社の商標です。 

 

最終更新日: 2015 年 5 月 26 日 

  



 

3                 © 2015 Microsoft Corporation. All rights reserved. 

 

目次 

はじめに .............................................................................................................................................................................................................. 5 

要旨 ........................................................................................................................................................................................................................ 5 

TFS の「クラウド開発サイクル」への取り組み................................................................................................................................. 6 

以前のサイクル ............................................................................................................................................................................................ 6 

スクラムの導入 ............................................................................................................................................................................................ 6 

チームの教育と導入開始 .......................................................................................................................................................................... 7 

バックログとユーザー ストーリーの採用 ........................................................................................................................................ 7 

チーム全体でのスクラムの採用 ............................................................................................................................................................ 8 

エクスペリエンスのレビュー ................................................................................................................................................................ 8 

スプリント関連のメール送信: 開始/完了メール、デモ ビデオ ............................................................................................... 8 

チーム間でのチャット: すべてのチームが全体像を把握 ........................................................................................................... 9 

ALM の柱に対するレビュー .................................................................................................................................................................... 9 

依存関係の管理 ............................................................................................................................................................................................ 9 

進行中のエクスペリエンスの最小化 ............................................................................................................................................... 10 

コード フローの重要性 .......................................................................................................................................................................... 10 

問題点の迅速な検出: ローリング テスト ....................................................................................................................................... 10 

お客様の立場を体験 ................................................................................................................................................................................ 11 

メリット ....................................................................................................................................................................................................... 11 

課題 ................................................................................................................................................................................................................ 12 

あえて困難な道を選択: スクラムとパッケージ製品のスケジュール ................................................................................. 12 

3 週間のリリース サイクルへの移行 ............................................................................................................................................... 14 

メジャー アップデートとマイナー アップデート: クラウドの世界におけるパッケージ製品の考え

方  .................................................................................................................................................................................................................... 14 

段階的なサイクルへの移行: 頻繁なリリース ............................................................................................................................... 14 

移行の実現: エンジニアリング システムの変更 ......................................................................................................................... 15 

ローリング テストとより優れた開発環境 ..................................................................................................................................... 15 

より効果的な自動化 ................................................................................................................................................................................ 15 

常に機能するアップグレード ............................................................................................................................................................. 16 

3 週間ごとのリリース サイクルへの移行 ...................................................................................................................................... 16 

安定化期間の回避: 検証週間 ................................................................................................................................................................ 16 

毎回の展開から学習 ................................................................................................................................................................................ 18 

計画 ................................................................................................................................................................................................................ 18 

方向性の決定: ビジョンを表すストーリーボード ...................................................................................................................... 18 

6 か月間の方向性を示す計画 .............................................................................................................................................................. 18 

公開範囲の管理: フィーチャ フラグ................................................................................................................................................. 19 

エンジニアリング .................................................................................................................................................................................... 19 

拡張テスト .................................................................................................................................................................................................. 20 

パフォーマンス テスト .......................................................................................................................................................................... 20 

検証週間 ....................................................................................................................................................................................................... 20 

過去は振り返らない: データのロールフォワード ...................................................................................................................... 21 

エンジニアリングの段階的な向上 .................................................................................................................................................... 22 



 

4                 © 2015 Microsoft Corporation. All rights reserved. 

 

リリース = 見返り ................................................................................................................................................................................... 22 

継続的なフィードバック ....................................................................................................................................................................... 22 

業務上の詳細情報 .................................................................................................................................................................................... 23 

今後について .................................................................................................................................................................................................. 24 

成功要因 ........................................................................................................................................................................................................... 24 

まとめ ................................................................................................................................................................................................................ 25 

 

  



 

5                 © 2015 Microsoft Corporation. All rights reserved. 

 

 

はじめに 

TFS 2012 のプロダクト サイクルが形成されるまで、TFS チームではマイルストーンを設定

してパッケージ製品のみをリリースするという、分断されたアプローチを採用していまし

た。 TFS 2012 の開発をきっかけに 2 つの変化がありました。1 つはサイクルの最初にス

クラムの導入を決めたこと、そしてもう 1 つは 2011 年 4 月に tfspreview.com を展開し、

セットアップと管理が容易なオンプレミス サーバー製品もリリースするオンライン サービ

ス チームへの変革を開始したことです。また、サーバーに加えて、Team Explorer による 

Visual Studio でのリッチなクライアント エクスペリエンスと、Team Explorer Everywhere 

による Eclipse でのクロス プラットフォーム エクスペリエンスも提供します。これらはい

ずれも、TFS とオンライン サービスの両方の成功に欠かせないものです。このドキュメン

トでは、こうした変化とその過程で学んだことについて説明します。現在 tfspreview.com 

サービスは 3 週–間ごとにリリースしていますが、最終的には毎週リリースできるように

なることを目指しています。また、お客様に継続的にメリットをお届けするために、四半

期ごとにクライアントとサーバーの両方のオンプレミス製品をリリースすることも予定し

ています。 

 

 

要旨 

TFS 2012 の開発におけるスクラム導入の原動力となったのは、エクスペリエンスを段階的

に実現し、完了した作業に対してお客様からフィードバックを頂き、それを新しいエクス

ペリエンスの開発に活かしたい、という思いでした。マイクロソフトのお客様のご意見を

取り入れて、スクラムを採用しているチーム向けの優れたエクスペリエンスを構築するこ

とを目指し、導入プロセスの開始にあたり、チーム トレーニング、Wiki、パイロット チー

ムを採用しました。 

 

また取り組みを「クラウド」、「熱狂的なファン」、「アジャイル」、「フィードバック」

という 4 つの柱にまとめました。これらの柱にはそれぞれ、エクスペリエンスの優先順位が

付けられたバックログを作成しました。各チームはバックログを優先度の順に処理し、常に

少数のエクスペリエンスのみに取り組みます。その後、エクスペリエンスの開発に着手する

際にエクスペリエンスをユーザー ストーリーに分割し、リーダーとのミーティングの際にエ

クスペリエンスのレビューを受けます。3 週間にわたる各スプリントの開始時には、開発予

定の内容が記載された開始メールが各チームから送信されます。スプリントの最後には、各

チームが完了した内容を記載した完了メールを送信し、開発した内容を説明するデモ ビデオ

を作成します。また、2 回に 1 回の頻度でスプリント後にフィーチャ チーム間のチャットを

実施し、各チームの課題と計画の把握、ギャップの特定、双方向の話し合いの機会を確保し

ます。大規模な場合は、ALM の柱に対するレビューを実施して、エンドツーエンドの一貫

したシナリオを実現します。 

 

2011 年 4 月に最初の tfspreview.com を展開し、クラウドへの移行を開始しました。そし

てメジャー リリースとマイナー リリースを提供した直後に、リリースを頻繁に行うことに

よってリスクが軽減され、俊敏性が向上するということに気付きました。サービスの大ま

かなリリース計画は、Azure に合わせて 18 か月のロード マップと 6 か月ごと (秋/春) の計

画に沿ったものになっています。また、フィーチャ フラグを使用して公開範囲を制限し、
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新機能を利用できるお客様を制限しました。 

 

エンジニアリング プロセスでは頻繁なチェックインを重視し、チームのうち可能な限り多

くのメンバーが 1 つのブランチで作業し、安定性を損なうような作業にはフィーチャ ブラ

ンチを利用しました。また、ゲート チェックイン ビルドに限定されるシステムと、アップ

グレード テストを含むローリング自己テスト システムによって、質の高いチェックインに

最適化しました。検証期間には、スプリントでの更新内容を運用環境と同様の「ゴールデ

ン インスタンス」に展開し、最後にエンジニアリング バックログを通じて、エンジニアリ

ングの取り組みに対する継続的な投資を確保しました。 

 

TFS の「クラウド開発サイクル」への取り組み 

以前のサイクル 

 

2012 以前のサイクルでは、各リリースの最終段階になってリリースを中止せざるを得なく

なる問題が必ず発生していました。たとえば、2005 のサイクルではマージの書き直し、

TFS 2010 のリリース前にはレポート/ウェアハウスの再作業が発生しました。また、各サ

イクルの最終段階にパフォーマンスの問題が見つかることや、シナリオにあまりにも多く

の穴が発覚することもありました。以下に示した TFS 2010 のプロダクト サイクルを見る

とわかるとおり、大量の負債がありました。また、テストの失敗の多さと合格率の低さに

よって、テスト自動化の負債も積み重なりました。以前のアプローチが破たんしていたの

は明らかです。 

 

 
 

 

スクラムの導入 

スクラムの導入によって成功を収めているチームが他にあることは認識していました。た

とえば、TFS 2010 のチーム テストの担当チームです。また、Excel で提供された初期段階

のツールの社内的な導入 (ドッグフーディング) に成功しているチームもありました。スク

ラムが業界全体で急速に主流のプロセスになりつつあったこともきっかけです。また、お

客様のご意見を取り入れたいという思いから、最終的には、各種機能 (新機能を含む) を段
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階的に提供し、それに対するフィードバックを頂く体制を整えることで、お客様にとって価

値のあるスクラムのエクスペリエンスを構築したいと考えました。 

 

135 人ものメンバーがいるチームで導入が成功するかどうかは当初から未知数でした。ス

クラムは小規模のチームを対象としたものだからです。しかし幸いなことに、私たちは開

発者、テスト担当者、プロジェクト マネージャーなどから成る部門を越えた複数のフィー

チャ チームに分かれて作業できる状態にありました。約 12 名のチームで、スクラムにほ

ぼ適した規模といえます。 

 

チームの教育と導入開始 

私たちはまず、社内の他のチームに、うまくいった点とそうでない点について聞き取りを

行いました。そこから次のようなことを学びました。 

 トレーニングは非常に重要。チーム全体として概念や用語を理解し、プロセ

スを取り入れる必要がある。 

 スクラムの導入は細かいところで容易ではない。簡単なように見えるが、他のチ

ームの経験によると、以前と同程度の生産性を達成するまでには、スクラムを導

入してから数スプリントかかることがわかった。 

 作業を段階的なまとまりに分けるには、チームがさらに長いスプリント期間

を必要とし、苦慮することになると予想される。 

 スクラムのスクラムは、チームによっては効果があった。10 ものフィーチャ 

チームを 1 つにまとめ、一貫性のあるプロダクトを作り出すことは難しい。 

 

2010 年 6 月にレドモンドとノースカロライナの両方で、スクラムに関する 1 日がかりのト

レーニング イベントを実施しました。このトレーニングでは、講義に続いて、午後にスク

ラムのシミュレーションが行われました。このシミュレーションのおかげで、この先に待

ち受けているさまざまな課題が明らかになり、特に、1 つのスプリントに収まるようなイ

ンクリメントに作業を分割することに関する課題について認識することができました。 

 

次に、SharePoint の Wiki 上にスプリントに関するマニュアルを作成しました。マニュ

アルを作成するには、この新しいプロセスにおける計画、開発、テストの方法を正確に

把握することが必要でした。 

 

チーム全体にスクラムを導入する前にまず教訓を得ようと、いくつかのフィーチャ チー

ムにスクラムで TFS 2012 の開発を開始してもらいました。これは結果的に、TFS チーム

全体で課題を理解するうえでとても役立ちました。たとえば、スタンドアップ ミーティ

ングでは目的のトピックに集中して話し合いを簡潔に済ませる必要があるということ、ま

た、作業への取り組みやストーリー ポイントの採用、ツールに関する課題 (付箋を使用し

ていたチームが多かった) も明らかになりました。 また、他のチームから聞いていたとお

り、スクラムの導入で実際に高い生産性を実現できるようになるまでには、それなりの時

間がかかるということもわかりました。 

 

バックログとユーザー ストーリーの採用 

TFS 2012 の開発着手前にスクラムを導入する取り組みと並行して、このリリースにおける

柱を定義しました。「クラウド」、「熱狂的なファン」、「アジャイル」、「フィードバ

ック」です。それぞれの柱について関連チームがバックログを作成し、そのバックログを
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リーダーに提示しました。このバックログは TFS 2012 のエクスペリエンスを表したもの

で、エクスペリエンスは優先度順に並んでいます。フィーチャ チームは各エクスペリエン

スの作業を始める際に、エクスペリエンスをユーザー ストーリーに分解しました。ユーザ

ー ストーリーはすべて事前に作成されるのではなく、エクスペリエンスに対する作業時に

作成されるため、反復型の開発が可能になります。 

 

フィーチャ チームは各スプリントの開始時に一連のユーザー ストーリーに取り組みまし

た。スクラムの導入開始時は、まだストーリー ポイントという共通認識を形作っている段

階にあり、過去の作業量に関するデータもないため、チームには何を達成できるのか見当

もつきませんでした。これをある程度正確に把握できるようになるまでに、4 ～ 5 スプリン

トかかりました。 

 

チーム全体でのスクラムの採用 

スクラムを採用している各フィーチャ チームのプロセス全体を管理するために、さまざま

な方法を取り入れました。これには、エクスペリエンスのレビュー、スプリントの開始メー

ルと完了メールの送信 (デモ ビデオを含む)、フィーチャ チーム間でのチャットといったも

のがあります。以下の表は、tfspreview.com の展開に伴う 3 週間ごとの流れを示したもので

す (詳細は後述します)。 

 

 
 

エクスペリエンスのレビュー 

エクスペリエンスのレビューの目的は、開発内容を理解することです。エクスペリエンス

のレビューでは、エクスペリエンスの作業に取り掛かる準備ができたフィーチャ チームに

対して、リーダー チームがフィードバックや指導を行います。1 つのエクスペリエンスが

完了するまでには通常何スプリントもかかり、複数のフィーチャ チームが関与することに

なります。レビューには関与したチームのリーダーが参加し、主にストーリーボードを利

用してユーザー エクスペリエンスとそのコンテキスト全体について説明します。また、

主な課題を話し合うと共に投資の範囲についても認識を深めることで、優先事項をより正

確に評価することができます。優先事項やエクスペリエンスに漏れがないかについて率直

に話し合うだけではなく、フィーチャ チーム間のギャップを発見することができたため、

この手法は非常に有効でした。 

 

スプリント関連のメール送信: 開始/完了メール、デモ ビデオ 

開発内容の理解を深めるために、各フィーチャ チームはスプリントの開始時と完了時にメ

ールを送信します。完了メールにはデモ ビデオを含めます。スプリントの開始メールに

は、開発予定の内容とそのスプリントで扱うユーザー ストーリーの一覧、必要に応じて特

記事項 (不在期間、QFE など他の作業について) を明記します。スプリントの完了メールに

は、開始メールの内容を踏まえて、完了したユーザー ストーリーの一覧を記載します。こ

うすることで、開始した作業と完了した作業に関する説明責任が生じます。デモ ビデオ
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は、その時点での実際の機能を確認するためのものであり、洗練されたものを作る必要は

なく (事実、洗練作業は時間の無駄になるため奨励されません)、ユーザー ストーリーの実

際の動作をすばやく簡単に確認することが目的です。また、デモ ビデオはだれでも利用で

き、フィードバックしやすくなるという利点もあります。 

 

チーム間でのチャット: すべてのチームが全体像を把握 

2012 のリリース サイクル時には、新しい手法としてフィーチャ チーム間でのチャット

も開始しました。フィーチャ チーム間のチャットでは、各フィーチャ チームが TFS リー

ダー チームに対して 15 ～ 20 分間の発表を行い、チームの課題、直近の予定、その他の

懸念事項について説明します。チャットの実施間隔は 2 スプリントにつき 1 回です。こ

れを実施することで、コミュニケーションを強化してチーム間のギャップを明確にする

と共に、各フィーチャ チームの最大の懸念事項について話し合うことができます。 

 

この手法は、バックログをどの程度消化することが見込まれるかを把握するうえでも役立

ちました。各チームには非常に大ざっぱに (T シャツのサイズのように)、TFS 2012 のリリ

ースに向けたバックログの「カット ライン」にあたる場所を予測してもらいました。こ

れにより、チーム全体の優先事項に基づいて作業を調整し、リリースまでに優先度が最も

高い作業を確実に完了できるようになりました。 

 

フィーチャ チーム間でのチャットは、スクラムのスクラムに最も近い取り組みです。 

 

ALM の柱に対するレビュー 

TFS の枠を超えて ALM 全体について考えるために、2 スプリントに 1 回、ALM の柱に対

するレビューを実施し、プロダクトの状態を評価しました。2012 のリリース サイクルの

間、このレビューには 3 つの ALM チームすべてが参加し、TFS 2012 の開発着手時に作成

したシナリオの状況について説明と話し合いを行いました。また、この評価の一環とし

て、各スプリント後にシナリオごとの OGF (シナリオの機能具合の評価) を作成し、該当す

るシナリオに取り組む各チームのメンバーがこれを検証しました。OGF のステップはお客

様の意図に基づいて行われるものであり、規範のプロセスではありません。私たちはこの

プロセスをリリース サイクルの早期に開始し、品質を評価すると共にシナリオにおけるギ

ャップを明確にしました。 

 

リリース サイクルの後半へと差し掛かってからは、ALM ブランチのビルドを使用してデ

モを行うようチームに求めました。これは、各フィーチャ ブランチのシナリオをつなぎ

合わせるのではなく、統合シナリオが ALM ブランチで連携して機能することを確認するた

めです。すべての ALM チームで同じスプリント サイクルを採用してもらったことでこの

プロセスが容易になり、各チームは幅広いシナリオで機能するソフトウェアを作成するこ

とができました。 

 

依存関係の管理 

大きな課題の 1 つが、チーム間の依存関係を示すことでした。純粋なスクラムの場合は、

チーム メンバーがユーザー ストーリーの一覧から次の作業項目を選択しますが、TFS で

はそのようにはなりません。SQL、VS、Web など、習得するまでに時間のかかるテクノロ

ジがいくつもあるため、すべてのエンジニアがあらゆる作業をこなせるわけではありませ

ん。この点に対処するために、作成側のチームが使用側のチームに適切なタイミングでイ
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ンクリメントを提供するようにチーム間で調整する必要がありました。依存関係の管理は

常に困難であるため、スクラムに厳密に従うのではなく、この点では従来の調整に頼らざ

るを得ませんでした。 

 

進行中のエクスペリエンスの最小化 

私たちはまず「各チームで一度に開発するエクスペリエンスの数を最小限に抑える」とい

うガイドラインを設けました。これは、スクラムの原則の 1 つに、「未完成のエクスペリ

エンスを多数抱えて時間切れになるのではなく、開始したエクスペリエンスを必ず終える

ようにする」というものがあるためです。これは概ね有効でしたが、そのようにしなかっ

たケースもありました。たとえば、TFS 2012 では、TFS の Web エクスペリエンスを全面

的に見直しました。この作業ではコードを書き直す必要があり、このフレームワークに依

存しているチームが他にもあったため、常に相当数の作業が同時に進行している状況でし

た。このときの私たちに今のスクラムの経験値があれば、作業をより適切に調整すること

ができたのではないかと考えます (当時は作業の範囲に対して資金不足でもありました)。 

 

当初、各チームは、作業を 3 週間のスプリントに分割することになかなか適応できません

でした。リリース サイクルの前半は、ほぼすべてのチームがスプリントの延長を希望して

いました。この意見が非常に強かったため、スプリントを 4 週間に延長することについて

検討しました。延長すると、他の ALM チームが採用しているものとは異なるサイクルにな

ってしまうため (すべてのチームのスプリントが 3 週間)、他の ALM チームとこの点につい

て何度も話し合いました。こうしているうちにさらに時間が経ってしまい (調整は難航)、

後半を開始する直前にスプリントの長さについて各チームと相談したところ、おかしなこ

とが起きました。どのチームも、3 週間のスプリントを続けたいと回答したのです。8 月か

ら 2 月までの間に、スプリントの長さに関する考え方が完全に変わっていました。 

 

コード フローの重要性 

エクスペリエンスが相互に連携することを確認し、過去に問題となった統合に関する負

債を最小限に抑えるために、チームにはコードを頻繁に統合してもらう必要がありまし

た。そのため、各スプリントの最後に逆方向の統合を行い、各スプリントの最初に順方

向の統合を行うようにチームに求めました。チームの生産性を確保するために、コード

を移動する際に過不足のない検証が行われるようにする必要がありました。 

 

問題点の迅速な検出: ローリング テスト 

フィーチャ ブランチからの RI (逆方向の統合) のゲートは自己テスト方式でした。これを

容易に行えるように、TFS 2010 のプロダクト サイクルと TFS 2012 のプロダクト サイクル

の間にローリング自己テスト ビルド システムを構築し、ALM ブランチとフィーチャ ブラ

ンチの両方で採用しました。その結果、チームでは、自己テストの失敗をより迅速に確認

できるようになり、ナイトリー ビルドのテスト実行後ではなく、失敗が発生するたびに

修正できるようになりました。パフォーマンス テスト、拡張テスト、ストレス テストに

必要な作業のために、各スプリントの終了後にこれらを ALM ブランチで実行しました。

これが適切に機能し、一般に、問題のあるコーディング作業後 1 スプリント以内に問題点

を検出できるようになりました。 
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お客様の立場を体験 

私たちは、お客様中心のテストを実施するための時間を確実に取る必要がありました。チ

ームは多くの場合、ユーザー ストーリーに重点を置いており、ユーザー ストーリーはエ

ンドツーエンドのシナリオに含まれます。QA チームは、カスタマー エクスペリエンスが

相互に連携するように、エンドツーエンドのウォークスルーを行うための作業を計画しま

した。このテストはお客様の意図を前提としており、「仕様に合わせたテスト」ではあり

ません。 

 

また一部のチームは、QA リーダー、開発リーダー、プロジェクト マネージャーが具体的

なシナリオを段階的に説明する、チームのウォークスルーを定期的に実施し、チームに参

加を呼びかけました。複数のチームが関係する場合は、すべてのチームが参加しました。

OGF シナリオ テストと同様に、これはプロダクトの弱点を発見し、お客様に適したエクス

ペリエンスを確実に提供するうえで効果的でした。 

 

メリット 

TFS 2012 におけるスクラムの採用には、数多くのメリットがありました。 

 

 ユーザー ストーリー (「お客様として、私は…できる」) を重視することで、お客様

にとってのメリットにこれまで以上に注力できるようになりました。 

 作業を 3 週間ごとの成果物に分割することが、エンジニアリング システムの大きな

助けになりました。これは、各スプリントの最後に逆方向の統合を行い、各スプリ

ントの最初に順方向の統合を行うようチームに求めたためです。その結果、フィー

チャ チーム間での統合が以前よりも短時間で済むようになりました。3 か月の間、

フィーチャ ブランチのみで開発を行い、後から大きな問題が発覚するようなことは

なくなりました。 

 スプリントの採用により、開発チームとテスト チームの間での整合性が向上しま

した。 機能するソフトウェアを 3 週間ごとに作成するという目標があるため、開

発チームとテスト チームの間のギャップが大幅に縮小しました。当初は多くのユ

ーザー ストーリーが 1 スプリントでは完成せず、テスト作業が残ってしまいまし

たが、これはサイクルの後半までには改善されました。 

 ブロック スケジュールを作成することがなくなりました。それまでは、1 つのマ

イルストーンに向けた (またはさらに長期の) 機能に関する作業のブロック スケジ

ュールをチームごとに作成してもらっていました。しかしチームでは、エクスペ

リエンスや設計、テストについて慎重に検討しなければ、作業量を正確に見積も

ることができず、実際よりも少なく見積もっていました。その結果、チームの意

欲が低下し、不適切な行動 (スケジュール上の次の項目に進むためにテストを省略

するなど) が助長されるようになっていました。 

 各スプリントの終了時に、そのスプリントで完成したユーザー ストーリーを示す

デモ ビデオが作成されます。未完成のユーザー ストーリー (テストが未完了など) 

を含めることはできません。ここでの原則は、完成したユーザー ストーリーを重

視し、高く評価することです。 

 エクスペリエンスのレビューや、デモ ビデオ、フィーチャ チーム間でのチャッ

ト、ALM 全体にわたるレビューにより、TFS 2012 に向けて計画したシナリオを実

現する適切なソフトウェアを作成していることを確認できました。 
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課題 

一方で、このプロセスにはいくつかの課題がありました。 

 

 私たちはあまりにも多くのバグ負債を抱えていました。バグ数の上限が設けられて

おり、チームでも上限未満に抑える必要性を認識していたものの、バグ総数は上限

近くまで増加していきました。そして、開発フェーズにおける最後のスプリント

で、総数が上限を超えました。問題は、直後に安定化期間が設けられていたため、

チームが安定化期間までバグの作業を先延ばしにして機能の実装を優先しやすい状

況にあったことです。サイクルの後半でバグ数の上限を変更した結果、優先度の高

いバグ負債は減ったものの、常にバグ負債の少ない状態には至りませんでした。 

 依存関係の管理は常に困難でした。すべてのエンジニアが次のタスクを選択でき

る、純粋なスクラムを実践できないため、依存関係を管理する必要がありました。

そのために、私たちは作成側のチームと使用側のチームの間で適切なコミュニケー

ションが行われるよう取り組んでいます。 

 実装より前に開発チームによる設計をレビューすることは困難です。この点につい

ては過去 2 年間ではるかに向上しましたが、アジャイル方式への移行を口実とし

て、設計のレビューを受けなくなりがちです。レビューに関する目標は、エクスペ

リエンスの設計要件について検討できるようにする設計についてのフィードバック

と、他のチームの開発内容に関するチーム間での情報交換を可能にするためのフォ

ーラムを提供することです。私たちは、早期に話し合いを持つようチームに積極的

に働きかけ始めました。また、開発チームがサイト間のミーティングで設計につい

て議論するためのフォーラムを設けました。 

 テスト作業は引き続き圧迫されていました。多くのチームがユーザー ストーリ

ーのテストを終えたのは、次のスプリントの開発作業の完了後でした。TFS 

2010 では開発チーム/テスト チームのギャップについて大幅な改善がなされま

したが、この点はサイクル全体を通じた課題でした。 

 

あえて困難な道を選択: スクラムとパッケージ製品のスケジュール 

スクラムを採用したことを考えると、バグ総数などの負債を多く抱えていたのはなぜでし

ょうか。それは、困難な道を選択していたからです。私たちがチームに、各スプリントの

最後に作業後のソフトウェアを提供するよう求めていたにもかかわらず、実際には何も提

供されませんでした。部門のスケジュールには、開発マイルストーンの間と各マイルスト

ーン後の安定化期間で機能を開発するための明確なフェーズがありました。さらに、最後

の開発マイルストーン後に設けられた安定化期間が非常に長かったのです。その結果、開

発マイルストーンの間に機能を追加できることが確実である一方、最後のマイルストーン

の後に機能を追加できるかどうかは不確実である中で、私たちは通常の期間で作業を完了

するようチームを説得するのに苦労しました。私たちは、通常の期間で作業を完了し、負

債がなければ、さらなる機能の開発が許されることを強調しましたが、この説得は困難で

した。それまでは常に承認が必要で、余力のあるチームは負債を積み上げているチームの

支援に回るよう求められたからです。つまり、業務を適切に行っても見返りがなかったの

です。 

 

機能の開発マイルストーンと安定化期間を含む、2 ～ 3 年のリリース サイクルのパッケー
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ジ製品のスケジュールでは、不適切な行動をとる方が適切に作業を行うよりも利点が多い

ため、そうした行動が助長されます。 

 

 チームは既に開始した作業を終えるのに許可を求める必要はないものの、安定化期

間に機能を追加する場合は許可を求める必要があるため、開発マイルストーンの間

にプロダクトに機能を詰め込みます。 

 開発マイルストーンの間に機能を詰め込まなければ、次のリリースまで待つ必要があ

る場合、その後 2 ～ 3 年間はその機能をお客様に届けることが不可能になります。 

 安定化期間が長いと、負債が積み上がりやすくなります。バグ修正の時間はあり、

その時間は新機能の開発を目的としたものではないため、バグの作業を安定化期間

に移すべき、という印象をチームに与えてしまうためです。 

 

これを抑制するために、チームに対してバグ数の上限を設けると共に、ALM ブランチであ

る一定の原則を満たすよう求めました。しかし、チームを説得できなかったため、この対

策の効果は限定的でした。 

 

この課題は抱えていましたが、以下のバグ負債に関するグラフに示すように、TFS 2012 

は、はるかに優れたリリースになりました。注目していただきたいのは、ピークが求めら

れる値よりは高いものの、大幅に低くなっており、また曲線の下の面積がはるかに小さい

ことです。TFS 2010 と TFS 2012 の 2 つのサイクルは長さがほぼ同じで、TFS 2012 のサイ

クルの途中 (2011 年 4 月) には tfspreview.com の提供を開始しました。 

 

 
 

ベータ版のリリース後は、チームがより低いバグ数の上限を満たしているという点でさら

に成功しており、そのため、部門としての安定化期間に、複数のチームが TFS 2012 の新機

能の作業を行うことができました。これは、バグ負債が少ないままなら本当に機能の開発

を継続できるという点を、チームが受け入れ始めていることを表していました。ただし、

既に並行してクラウドへの展開を 3 週間のサイクルで行っていたことと切り離して考える

ことはできないため、これには複数の要因が関係していたことになります。 
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3 週間のリリース サイクルへの移行 

私たちは 2011 年 4 月に tfspreview.com を展開した際、その更新方法について真剣に考え

始めました。更新頻度はどのくらいが適切でしょうか? 「リリース」という概念をどう扱

うべきでしょうか? どうすればお客様に受け入れてもらえるでしょうか? また、エンジニア

リング システムではどのような支援が可能でしょうか? 

 

メジャー アップデートとマイナー アップデート: クラウドの世界におけるパッ

ケージ製品の考え方  

当初の考え方は、メジャー リリースとマイナー リリースを公開するというものでした。重

要な機能を含むメジャー リリースを 6 か月ごとに公開し、バグの修正と小規模な機能の追

加によるサービス更新は 3 か月ごとに行う予定でした。そして、このパターンに従ってサ

ービスを管理する方法について、多くの時間をかけて検討しました。 

 

初期のサービス更新は、実質的にはいずれもメジャー アップデートだったことを除き、

このパターンにほぼ従っていました。夏に実施した最初の更新には、プロダクト全体に

わたる 4 か月分の変更内容が含まれていました。展開後、私たちは修正が必要ないくつ

かの課題を抱えており、BUILD カンファレンスの約 2 か月前にこれを済ませなかったと

したら、拡張に関する深刻な問題に対処するための別の重要な更新を行う必要があった

ため、公開できなかったかもしれません。 

 

そして 2011 年 12 月に、次のメジャー アップデートを公開しました。このアップデー

トに含まれていたのは、約 5 か月分の変更内容です。このアップデートは最悪でし

た。アップグレードの完了までに 1 週間もかかり、パフォーマンス上の問題やお客様

に影響するきわめて長時間のダウンタイムをもたらしました。 

 

実は、12 月の展開までの準備段階でも、問題発生の可能性が高いことを認識していました。

私たちは大急ぎですべてをテストし、承認を受ける必要がありました。更新量が膨大だっ

たため、すべてをテストする必要があったのです。私たちは、より良い方法を探す必要が

あると考えました。 

 

段階的なサイクルへの移行: 頻繁なリリース 

この方法がサービスを運用するうえで適切でないことは、いっそう明白になりました。1 

つには、競合他社のリリースの頻度がはるかに高く (場合によっては 1 日に複数回)、

Facebook などの主要なオンライン サービスは毎週更新 (英語) しています。私たちのサー

ビスは、競合他社が歩みを進める中で、後れを取ってしまいます。しかし同時に、成功す

るうえで非常に重要なオンプレミス製品も抱えているという点で、私たちは事情が異なり

ます。また、Google Chrome が高頻度のリリース サイクル (英語) に移行したことからも

アイデアを得ました。 

 

メジャー アップデートに関するもう 1 つの問題は更新率です。TFS のすべての領域に対す

る重要な変更を一度に展開した場合、TFS の大部分について少数の変更を展開し、一部に

対する重要な変更をいくつか展開する場合よりも、問題発生の可能性が非常に高くなりま

す。また別の言い方をすれば、アップデートによって 100 万行のコードが変更され、何か

https://www.facebook.com/video/video.php?v=10100259101684977&amp;oid=9445547199&amp;comments
https://docs.google.com/present/view?id=dg63dpc6_4d7vkk6ch&amp;pli=1
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が正常に動作しなくなった場合、問題をすばやく特定できる可能性はどの程度でしょう

か? 一方、コード 1 行のみを変更するためのアップデートを展開し、何かが正常に動作し

なくなった場合はどうでしょうか? 展開した変更には問題がないかもしれませんが、1 行

のみを変更した場合は、100 万行を変更した場合よりも、問題の原因が変更箇所にあるか

どうかをはるかに短い時間で特定できます。そのため、少数の変更の場合と比較して、多

数の変更の展開にははるかに大きなリスクと不確実性があります。 

 

ここでの基本原則は、変更率が長期にわたって一定だと仮定した場合、リスクがリリース 

サイクルに比例するということです。リリースの頻度を高めると、各アップデートに含ま

れる変更点が少なくなるため、リスクが低下します。私たちはお客様のニーズを満たすよ

うに急速に発展する優れたサービスを構築したいと考えているため、可能な限り迅速にリ

リースする必要があるということになります。また、Bing から得た主な教訓を取り入れま

した。つまり、作業が完了した状態から開始してその状態を維持し、短いサイクルで機能

を追加しながら常にリリース品質を維持するということです。 

 

 

 

移行の実現: エンジニアリング システムの変更 

リリースの頻度を高めてリスクを抑制するには、適切なプロセスの採用と、それを支援する

エンジニアリング システムが必要です。TFS 2012 の開発着手時にスクラムを採用したた

め、この移行ははるかにスムーズになりました。これは、スクラムの基本的な原則として、

各スプリントの最後にリリース可能なソフトウェアを作成するためです。さらに、リリース

することで、この原則に従ううえでの動機付けと見返りをチームに与えることができます。 

 

ローリング テストとより優れた開発環境 

エンジニアリング システムでリリース サイクルの短縮を支援する必要があったため、

2012 のサイクルの前に、この基盤となる重要な変更を行いました。ローリング自己テスト 

システムによって、1 日 1 回ではなく数時間ごとに自己テストでの問題が明らかになるた

め、こうした問題をすばやく特定できるようになりました。私たちは、プロダクトの主要

なシナリオにおける機能面だけでなく、展開やアップグレードも対象となるようにローリ

ング テストを向上させるための重要な投資を行いました。さらに、このシステムをオンプ

レミスと Azure 構成の両方で実行しました。また、既に開発環境とテスト環境の向上に向

けた投資も行っています。 

 

より効果的な自動化 

1 日を通して高品質を維持するローリング テストに加えて、有効性を高めるために、

全体的なテスト自動化に対していくつかの変更を行う必要がありました。 
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 2012 のサイクルの前は、開発者とテスト担当者が互いのテストを実行すること

はできませんでした。エンジニアリング チーム全体が利用する共通のブートスト

ラップ フレームワークを導入することで、この点を修正しました。自動テストは

開発/QA 用マシンで「そのまま実行可能」です。また、さらに複雑なテスト環境

向けに構成することもできます。 

 特に UI テストの自動化において、既存の自動テストを大幅に削減しました。

開発チームのテストと QA チームのテスト、UI テストと API テスト間での重

複を解消すると共に、不具合の発生する可能性が低い領域を対象とするテスト

を削減しました。 

 

 可能な場合はテストをさまざまな目的で再利用しています。たとえば、

機能テストをパフォーマンスやセキュリティのテストに流用していま

す。 

 

 テスト合格のメトリックとして、「初期合格率」と「最終合格率」の利用を廃

止しました。これにより、信頼性の低いテストを許容する文化が形成されてい

たためです。 

 

常に機能するアップグレード 

私たちは 2012 のサイクルに向けて、プロダクト サイクルの初日からアップグレードが機

能するよう取り組みました。以前のリリースの場合、アップグレードはベータ版の公開が

近づくまで機能していませんでした。そのため、問題を修正するための大規模な緊急対

応が必要になりました。重要なのはアップグレードによってデータが破損しないことであ

るため、これを適切に扱う必要がありました。 

 

アップグレードが常に機能するようにしたことは、後になって 3 週間ごとに問題なくリリ

ースするうえできわめて重要でした。私たちは不具合を迅速に発見するために、アップグ

レードをローリング自己テスト システムに組み込み、アップグレード プロセスでのエラー

を発見するうえで有用なデータをこのシステムに設定しました。また、アップグレード プ

ロセスにおける各フェーズの最後に、多数のアップグレード テストも実行しました。 

 

3 週間ごとのリリース サイクルへの移行 

2011 年の夏に、毎週リリースするという目標を設定しました。しかし同年秋に、以降は

アップデートを毎月行うことにしました。毎週のリリースにはすぐに移行できなかったた

めです。1 月には、毎月のリリース サイクルとスプリントの整合性が不足していること

に気付きました。この不整合のために、安定化期間が別個に設けられていたのです。その

ため、スプリントと整合性のある 3 週間ごとのリリースが、私たちにとって最適なモデ

ルだと判断しました。 

 

安定化期間の回避: 検証週間 

私たちは、不適切な行動を助長するような安定化期間をなくしたいと考えていました。そ

のため、以降はスプリントの終了と展開の間に 1 週間の検証期間を設けることにしまし

た。各チームは、スプリントの終了前にテストを完了し、バグを修正する必要がありま

す。この点を強調するために、検証週間が次のスプリントの第 1 週と重なるようにしま
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す。つまり、スプリント間に 1 週間を確保するのではありません。検証週間にはバグ修正

はほとんどないはずで、チームは次のスプリントに完全に集中する必要があります。 

 

検証週間には、2011 年 4 月に展開した当初のビルドと共に開始された「ゴールデン インス

タンス」にスプリントでの更新内容を展開します。その目的は、アップグレード履歴を含

め、可能な限り運用環境と同様のテスト環境を用意することです。検証週間の最後には、サ

ービス提供チームがスプリントでの更新内容を運用前環境に展開し、展開プロセスを検証し

ます。 

 

検証週間が終了すると、次の月曜朝に更新内容を運用環境に展開します。月曜朝を選んだ

のは、稼働日の時間を最大限に確保して、発生する問題に対処できるようにするためで

す。運用環境への展開に続いて、運用環境で機能を検証します。この展開後にテストす

るという手法は最近採用したもので、引き続き改善する必要があります。 
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毎回の展開から学習 

各展開作業の後、私たちは振り返りを行い、経験から学ぶための取り組みを行いまし

た。成功からはもちろん、失敗ならなおさらです。毎回の展開作業から学ぶという健全

なパターンに入ったことで、絶えず改善できるようになり、失敗を繰り返すことがなく

なりました。 

 

それ以来、展開を適切に実施できなかったのは 1 回だけです。私たちはこれを失敗と認

め、この経験からも学びました。私たちは毎週の展開サイクルへの移行を目指しています

が、そのためには、開発環境とテスト用インフラストラクチャの両方で、エンジニアリング 

システムへのさらに大きな投資が必要になることが明らかです。 

 

計画 

エンジニアリング プロセスと展開作業は 3 週間のスプリント サイクルで行われますが、

計画には、お客様にとってのメリットを実現するための異なる要件があります。私たち

は、ビジネス戦略に合致する、一貫性のある優れたエクスペリエンスを実現したいと考え

ています。 

 

方向性の決定: ビジョンを表すストーリーボード 

私たちの計画にはいくつかのレベルがあります。まず、大まかな計画を立案し、今後 18 か

月で実現したい概念やシナリオを表すストーリーボードを作成しました。これは、今後の方

向性に関する大まかなロードマップであり、tfspreview.com のみならず、Visual Studio 

Online のビジョンの一部になります。 

 

6 か月間の方向性を示す計画 

より詳細な計画は 6 か月のサイクルで開始され、春と秋のリリースに関しては Azure と合致

します。この 6 か月間の方向性を示す計画によって、チームはスプリントでバックログを優

先度の順に処理する間も、戦略や目的との整合性を維持できます。私たちはまず、今後 6 か

月間のテーマを決め、お客様にとってのメリットを表現します。次に、フィーチャ チーム

が、テーマに合ったエクスペリエンスの明確化に着手します。最後に、最大のメリットを実

現するエクスペリエンスに集中できるように、私たちがエクスペリエンスの優先順位を設定

します。 

 

各チームはその後、バックログの作業を進めながらエクスペリエンスの設計とストーリー

ボードの作成を開始します。エクスペリエンスの設計がまとまったら、エクスペリエンス

の評価とフィードバックを行うために、TFS 2012 の場合と同様にエクスペリエンスのレ

ビューを実施します。これもまた、適切に連携する一貫したシナリオによって、お客様

にとっての優れたメリットを実現するうえで重要です。 

 

スプリントの計画は、スプリント開始時の電子メール、スプリント終了時の電子メール、

スプリント終了時のデモ ビデオなど、TFS 2012 の場合と同じです。2 スプリントにつき 1 
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回のペースで実施するフィーチャ チーム間でのチャットも、TFS 2012 の際に始めた手法の 

1 つです。 

 

公開範囲の管理: フィーチャ フラグ 

計画の一環として、公開範囲を決める必要があります。私たちが計画し作り上げるエクスペ

リエンスは、サービスに対して段階的に提供されます。非常に早い段階で展開する機能は不

完全です。また、特定のイベントまでマーケティング部門が公開の延期を求めることもあ

ります。したがって、エクスペリエンスを利用できるユーザーを制限するための手段が必

要です。 そのために、私たちはフィーチャ フラグを使用します。フィーチャ フラグは、エ

クスペリエンスを利用できるかどうかを制御するもので、一括でも、アカウントごとでも制

御が可能です。 

 

また、フィーチャ フラグを使用することで、発表イベントに向けて機能を段階的に展開す

ることもできます。機能が実装されるに従って段階的にリリースするという目標があるた

め、その作業に固執して、大規模な展開によってすべてを一度に展開することは望んでいま

せん。フラグの利用により、段階的にリリースしながら、発表イベントも開催できるという

柔軟性が得られます。 

 

これらのすべてが、私たちの計画プロセスの中核となっています。 

 

エンジニアリング 

3 週間ごとのリリースを決めた後、その方法についての枠組みを確立する必要がありまし

た。2012 のサイクルの終了時に採用していたアプローチは、次のとおりです。 

 

 オンライン サービスとオンプレミス製品の両方に、同じコード ベースを使用しま

す。Azure とオンプレミス製品の差異には、環境チェック用コードで対処します。 

 安定性を損なうような変更が必要な場合を除き、TFS チームの全メンバーが 1 つの

ブランチで作業します。これにより、予測可能性を失うことにつながる、統合に関

する負債が最小限に抑えられます。 

 質の高いチェックインに最適化しています。問題についてすばやく通知する、ロ

ーリング テスト システムを管理しています。一方、ゲート チェックイン シス

テムは、スループットを最大化するためにビルドのみを実行します。 

 COGS を大幅に減少させるマルチテナント機能に関する作業の場合など、安定性を損

なうような変更のためにフィーチャ ブランチが必要な場合は、展開前のスプリントで

安定化を行えるように、フィーチャ ブランチでスプリントの最初に逆方向の統合が行

われます。 

 各スプリントは金曜に終了し、次の月曜には 2012 更新ブランチがサービス展開ブ

ランチにマージされます。各スプリントの終了時には、2012 更新ブランチをリリ

ースできる必要があります。 
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拡張テスト 

私たちのオンライン サービスは、オンプレミス製品とは異なる方法で拡張します。オンプ

レミス製品がバージョン管理の対象となる大量のファイルと、作業項目トラッキングの対象

となる大量の作業項目に拡張するのに対し、オンライン サービスはそれぞれデータ セット

がはるかに少ない多数のアカウントに拡張します。サービスの規模が 10 倍になるごとに、

拡張に関する新たな問題が明らかになります。運用環境におけるこうした問題に先手を打つ

ために、大規模なテスト環境を構築し、今後予想される成長や使用パターンを基に対象を絞

ったテストを行いました。 

 

パフォーマンス テスト 

TFS 2012 のサイクルを迎えるにあたり、より優れたパフォーマンス テスト スイートが必要

だと考えていました。そして、オンライン サービスをリリースしたことでこの要件が必須に

なりました。私たちは、信頼性が高く、既存の自動化機能を活用するため管理が容易で、よ

り迅速に実行される、サーバーベースのパフォーマンス テスト スイートの開発に投資しま

した。クライアントベースのパフォーマンス スイートに加え、このスイートも実行してい

ます。 

 

検証週間 

検証のための期間が 1 週間あります。この用語は非常に慎重に選んだもので、この 1 週間は

前のスプリントでの変更内容を展開できることを検証するための期間であり、 安定化のため

の期間ではありません。従来どおり、ここでの目的は、可能な限り効率的にニーズを満たす

ようなプロセスを採用することです。このプロセスは、スプリントの間にテストが継続的に

実行されることを前提としています。 
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 私たちは、検証中に発見された問題の修正に対する承認を得るための、Cloud Ship 

Room のメーリング リストを作成しました。これにより、全メンバーが変更内容を常

に把握できます。 

 サービス展開ブランチにおける、最後の検証週間での修正に対するゲート チェ

ックインの結果を基に Azure 展開パッケージが作成されます。このプロセスは

展開スクリプトによって自動化されています。そして、同様にゲート ビルドの

結果を使用し、Azure 上で検証を実行するローリング自己テストがあります。 

 QA チームが「ゴールデン インスタンス」に対するアップグレードを承認します。

これは、運用環境ではないものの、運用環境と同じ系統のサービスを Azure 上に展

開したもので、2011 年 4 月に運用環境に最初に展開されたものと同じビルドを基

礎としています。その目的は、設定や動作が同一の、運用環境に可能な限り近い環

境を用意することです。この環境で拡張や負荷をシミュレートすることはありませ

ん。 

 サービス提供チーム (SD) が運用前環境への展開を行います。SD はこの環境で、運

用環境で利用する予定の展開プロセスを検証します。運用前環境への展開は、運用

環境への展開の前日または当日の朝に行われます。 

 

過去は振り返らない: データのロールフォワード 

サービスの更新に失敗するか、更新によって展開後に問題が発生した場合、どうするかを決

める必要がありました。オンライン サービスでは、ロールバックまたはロールフォワード

のいずれかが必要です。ロールバックは、古いファイルを復元し、逆方向のデータ変換を行

うことで、展開前の状態にサービスを戻すためのプロセスです。この際、アップグレードの

処理中に変更された顧客データはすべて保持されます。バイナリ、HTML や JavaScript など

の静的なテキスト ファイル、単純な設定の場合、プロセスは簡単です。しかし、アップグ

レード中に実行されたデータ変換については、それに対応する逆方向のデータ変換が必要に

なります。ここで、エンジニアリング上の 2 つの問題を解決し、2 つの解決策をテストする

必要があります。さらに、ロールバックを行うことはまれであるため、ロールバックを実施

してテストする作業はたいてい無駄になります。 

 

私たちは、ロールフォワードがサービスに適したアプローチだと判断しました。これは、何

か問題が発生した場合、別のアップグレードを展開することで問題に対処するということで

す。実行可能ファイルの場合、通常は修正が含まれる新バージョンを展開することになる

か、問題を速やかに修正できない場合は、実際には古いファイルを配置するための更新を展

開することになります。データ変換の場合は、問題を修正する新しいデータ変換機能を作成

して展開することになります。したがって、サポートする必要があるのはアップグレードの

みであり、エンジニアリングのすべての労力を、アップグレード プロセスの適切な動作と徹

底的なテストに集中させることが可能です。成功に向けて作業も最適化しており、実際のと

ころ、この方法が私たちにとって有効だとわかりました。 
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エンジニアリングの段階的な向上 

現在はサービスを運用しているため、複数のリリース間でエンジニアリング システムを向

上させるための時間はなくなりました。そのため、開発チームとテスト チームの生産性を

いっそう高めると共に、最終目標である毎週のリリースを実現するために必要な投資を記録

するエンジニアリング バックログを作成しました。 スプリントごとに、私たちは時間の一

部を使い、エンジニアリング バックログからユーザー ストーリーを選んで実装します。こ

の取り組みの成果としては、開発者とテスト担当者向けにはるかに小さいワークスペースを

サポートすることでローカル ワークスペースの使用を可能にするスクリプト、JSLint のワー

クフローへの統合、QUnit への切り替えによる JavaScript の単体テストの大幅な高速化、

Azure 上での TFS の大規模なテストにおける機能向上、などが挙げられます。 

 

リリース = 見返り 

リリースにより、説明責任と見返りが生じます。各チームは、各スプリントで担当の領域を

リリースできる状態にすることに対して責任を負います。リリースできる状態になければ追

加作業が発生し、その時点のスプリントが中断します。チームにとっての見返りとは、お

客様に作業の成果を速やかに提供できることです。作成したソフトウェアが作業完了後数

日以内にお客様に届くため、満足度が非常に高くなります。 

 

以下に、3 週間ごとのリリースを可能にしたエンジニアリング上の重要な要因をまとめま

す。 

 

 頻繁にチェックインを行い、可能な限り多くのメンバーが 1 つのブランチで作業 

 開発チームと QA チームが連携し、各スプリントでユーザー ストーリーを実現。

これにより、テスト契約やインターフェイスに関する早期のやり取りを促進 

 ビルドのみを行うゲート チェックインと、過密な日程でのフィードバック ループ

の中でチェックイン速度と品質のバランスを取るローリング テスト システム 

 フィーチャ フラグによるエクスペリエンスの利用制限 

 展開の振り返り 

 エンジニアリング バックログによる、エンジニアリング システムに対する継続的な

機能強化 

 複数のチームによるクラウド上での自社プロダクトのドッグフーディング 

 機能の計画/展開プロセスにおけるサービス提供チームの早期の関与 

 展開後の運用環境における機能の検証 

 

継続的なフィードバック 

TFS 2012 サイクルでのサービス提供による大きなメリットの 1 つは、フィードバックが常

に得られることでした。サービスは常にクラウド上にあり、定期的に更新されています。そ

して、常にパッケージ製品よりも新しい状態にありました。お客様がフィードバックを提供

すると、私たちはすぐに対応できます。お客様側では何もインストールする必要がなく、サ
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ービスによってすべてのアップグレードが処理されるため、TFS 2012 のサイクルでは最も

多くのフィードバックが得られました。そうしたフィードバックは、電子メール、ブログ、

フォーラム、StackOverflow、Twitter など、多くのチャネルから届きました。 

 

フィーチャ フラグを利用すれば、機能を広く公開する前に一部のユーザーにアクセスを

許可し、フィードバックを得ることができます。これにより、ユーザーからフィードバッ

クが得られるだけでなく、サービスからも正常動作という形のフィードバックが得られま

す。クラウド上のビルドのような新機能が運用環境でどのように動作するかを確認し、管

理された方法で規模を拡大できるのです。 

 

その結果、これまで入手できなかった新たなレベルのフィードバックが得られます。これに

より、私たちは従来のフィードバックを超えて、業務上の詳細情報やビジネス インテリジ

ェンスの領域に進むことができます。 

 

業務上の詳細情報 

私たちには、システムの正常性を確認すると共に、お客様のエクスペリエンスのパフ

ォーマンスを把握するための機能が必要でした。現在、これを実現するための方法は

いくつもあります。 

まず、システムの詳細なトレース機能があります。私たちは tfspreview.com の構築作業を開

始するにあたり、例外、再試行、SQL 呼び出しなどに関する情報のトレースやログ記録を行

うインフラストラクチャの構築に投資しました。デバッガーを起動した状態で実行中のプロ

セスに直接アクセスできなくても、問題を発見し診断できる必要があると考えていたので

す。これによって生成される大量の情報を考慮すると、それを管理するための手段が必要で

した。私たちはトレース ポイントを使用して、個々のトレース ステートメントのオンとオ

フを切り替えられるようにしました。これについては、さらなる作業を行う必要がありま

す。たとえば、例外に想定内 (十分なアクセス許可のないユーザーが成果物へのアクセスを

試行するなど) や要調査 (主キー違反など) といったタグを付ける作業です。 

次に、トレース、イベント ログ、アクティビティ ログからデータを収集し、特定の問題 

(時間がかかりすぎているビルドや高すぎるデータベース使用率など) について通知する、監

視システムがあります。これには SCOM を活用します。 

 

さらに、私たちは主要なメトリックを表示するダッシュボードを作成しました。 メトリッ

クの例としては、アカウント数、過去 24 時間以内にシステムにアクセスしたユーザーの

数、ビルドの数、実行時間と実行回数に基づく上位 15 のコマンドがあります。ダッシュボ

ードを確認すると、全体的な問題を発見したり、傾向を把握したりすることができます。 

 

そして、外側からのテスト サービスを利用して、世界のさまざまな場所からシステム

のパフォーマンスをテストしています。これにより、全体的な問題を早期に発見でき

ました。 

 

最後に、サービス レビューを月 1 回実施しています。このレビューでは、お客様の問題
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について調査し (CSS への問い合わせやフォーラムのスレッドなど)、サービスのメトリッ

クを確認するほか、投資が必要な領域 (拡張の問題など) を示すような傾向を探します。 

 

今後について 

今後の課題はいくつかあります。1 つは、持続可能なペースにすることです。サービスに関

しては、ダウンタイムがない状態です。また、パッケージ製品のサイクル中にさまざまな

部門でときどき発生するような、厳しい業務もないということです。問題が発生しなけれ

ば、これは次のリリースを提供するための終わりのない推進力になります。 

 

また、視覚化と警告の機能を利用して、各データベースと各テナントの正常性を測定およ

び追跡できるツールへの投資も行う予定です。目標は、お客様に問題について知らせても

らうのではなく、お客様より先に問題を発見することです。サービスにおける新機能の設

計の一環として、追加するべき警告と報告するべきメトリックについて、フィーチャ チー

ムに検討してもらう必要があります。 

 

最も重要な課題の 1 つは、構築/測定/学習というサイクルを細部までさらに高めることで

す。私たちはこれまで、その一部を行ってきました。常に展開作業から学び、頻繁にリリ

ースする能力を向上させています。お客様から得られる継続的なフィードバックから学

び、これを計画に盛り込んでいます。 

 

私たちはオンプレミスのクライアントとサーバー SKU の両方について、年 4 回の更新サイ

クルに近づきつつあります。引き続きプロセスを洗練させると共に、このサイクルをより

効率的にサポートできるようツールを改善していく必要があります。また、クラウドに対

する初期の展開作業と同様に、年 4 回のサイクルにおける最初のリリースでも多くを学べ

ると考えています。クライアントとサーバーが備えている現在の更新テクノロジでは、お

客様はクラウドの場合ほど迅速に更新を取り入れることはできません。そのため、年 4 回

の更新それぞれから学ぶことがさらに重要となります。 

 

成功要因 

以下に、高品質プロダクトの 3 週間ごとのリリースを可能にした要因をまとめます。 

 

 スクラムの導入 

 6 か月のサイクルでチームの方向性を計画 

 エクスペリエンスのレビューや、ALM の柱に対するレビュー、スプリント開始時/終

了時の電子メールとデモ ビデオ、チーム間でのチャットによる、一貫したエクスペ

リエンスの構築 

 頻繁なリリースで得られる説明責任によって負債の少ない状態を維持 

 頻繁にチェックインを行い、可能な限り多くのメンバーが 1 つのブランチで作業 

 フィーチャ ブランチの統合を可能にするコード フローに最適化 

 開発チームと QA チームが連携し、各スプリントでユーザー ストーリーを実現。
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これにより、テスト契約やインターフェイスに関する早期のやり取りを促進 

 ビルドのみを行うゲート チェックインと、過密な日程でのフィードバック ループ

の中でチェックイン速度と品質のバランスを取るローリング テスト システム 

 フィーチャ フラグによるエクスペリエンスの利用制限 

 常に機能し、ローリング テスト システムに組み込まれているアップグレード 

 展開の振り返り 

 エンジニアリング バックログによる、エンジニアリング システムに対する継続的な

機能強化 

 複数のチームによるクラウド上での自社プロダクトのドッグフーディング 

 機能の計画/展開プロセスにおけるサービス提供チームの早期の関与 

 展開後の運用環境における機能の検証 

 お客様からの高頻度のフィードバック 

 

 

まとめ 

過去 2 年間で、私たちはソフトウェアの作成とリリースに対するアプローチを全面的に変更

しました。スクラムを導入し、クラウド サービス チームに移行したほか、3 週間のサイク

ルでリリースするようになりました。頻繁にリリースすることで、適切な行動に対する見返

りが得られるため、そうした行動が促されています。チームはこのアプローチを受け入れて

おり、今後、以前のやり方に戻すことはありません。 

 


