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■カスタマー インフォメーションセンター (0120)-54-2244 （9:30-12:00、13:00-19:00 土日祝日、弊社指定休業日を除く）
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ビジネスの成否を左右する戦略的な  IT とは、ビジネスの変化に対応し続けることに
ほかなりません。ビジネスが多様化し、変化する状況では、今までのソフトウェア開発  
で行っていた、決まった要求を時間をかけて完成させて一括で納品する方法では、ビジネス
のスピードについていくのが難しくなってきています。

ビジネスの変化に応じて、アプリケーション開発は、よりアジリティを向上させる必要があります。段階に応じて

分けることで、優先するものを適切なタイミングで提供でき、また機能の実装が柔軟になります。そのサイクルを

継続的に繰り返すことで戦略的で効果の高い IT が実現できます。

Visual Studio 16p_2-3p w210mm × h297mm 改訂

ビジネス価値を提供し続ける
アプリケーション

アイデアをいち早く優れたアプリケーションとして提供することを可能にする
統合ソリューション

Visual Studio 2012 は、小規模開発から大規模かつミッションクリティカルなシステム開発プロジェクトまで、あらゆる

規模の開発組織で使用することができます。開発プロセス テンプレートを使用することで使い始めの敷居が低く、

開発チームの効率を上げ本業に集中できる環境を提供します。開発とテストだけではなく要件定義から運用環境までを

カバーし、開発者と開発したアプリケーションの利用者までを見据えた環境を実現できます。

Microsoft Visual Studio 2012 が課題を解決

利用者/関係者

定義 
アイディア

開発とテスト

開発 
アイディアから
動作するソフトウエア

運用

運用 
ソフトウエアの
本番運用により
実際の価値を提供

ビジネス × IT
1990 年代 2000 年代 2010 年代

ビジネス ビジネス

便利 有効 不可欠

時間

価値

“価値” “価値”

時間

価値

プロダクト
バックログ

運用
バックログ

実装 運用と
監視

IT

IT IT ビジネス

1990 年代 2010 年代

アプリケーション利用者に応える P.4-5

無駄を省いて開発に注力できる環境 P.6-7

俊敏性の高いコラボレーション P.8-11

開発から運用までのサイクル
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アプリケーション利用者の期待に応える

従来の Windows プログラミング言語になじみがある開発者は、C++、C# および Visual Basic と XAML を使用して、新しいスタ
イルの Windows 8 向けカスタム アプリケーションを開発できます。Web 開発者は HTML5 と CSS を使ってユーザー イン
ターフェイスを定義し、JavaScript でアプリケーション ロジックを実装することができます。ゲーム開発者は、C++ と DirectX 

11.1 を使用してグラフィック ハードウェアをフル活用する高度なゲームを構築することも、HTML5 または XAML を使用
してカジュアル ゲームを構築することもできます。

Visual Studio 2012 には、複雑なシナリオにも対処可能な Windows ストア アプ
リのユーザー インターフェイス構築用の多様なテンプレートが含まれています。
このテンプレートを活用してさまざまなビジネス  シーンに合った  Windows 
ストア アプリをすばやく構築することができます。さらに、開発時にタブレット 
PC 環境がなくても、タッチ操作やタブレット  PC を回転させた場合の動作を
確認するためのシュミレーターを搭載したり、Windows  ストア  アプリ向けの
パフォーマンス分析や手動テスト機能の強化などにより、Windows ストア アプリ
開発の生産性や品質を向上することができます。

■ Windows ストア アプリ開発のサポート

Visual  Studio 2012 には、優れたデザインを持つ  Windows ストア  アプリの
ユーザー インターフェイスを構築するための Blend for Visual Studio が付属
しています。このデザイン ツールを活用し、レイアウト デザインやスタイルの
適用など、よりスタイリッシュな Windows ストア アプリを構築することができ
ます。Visual Studio 2012 と Blend for Visual Studio は、同じプロジェクトと
ソリューションを共有することができ、開発者とデザイナーのシームレスな
連携が可能です。

Visual Studio 2012 では  Visual Studio LightSwitch が標準搭載されました。
Visual Studio LightSwitch を活用することにより、業務データと連携した業務
アプリケーションを、コーディングをせずにツールの操作で迅速に開発すること
ができます。
作成したアプリケーションは、デスクトップに配置することも、Web サーバー
上に Web アプリケーションとして配置することもできます。さらに Windows 
Azure 上に配置をし、クラウド アプリケーションとすることも可能です。

■ Blend for Visual Studio による高度なデザイン

Visual Studio 2012 では、Visual Studio Graphics (VSG) ツールを備え、ゲームや CAD など高度なグラフィックスを必要とする
アプリケーション開発の生産性や創造性を向上することができます。2D ゲームや 3D ゲームを作成するためのリソース編集、
視覚的デザイン、および視覚的デバッグ  ツールにアクセスできます。VSG には、強力なイメージとテクスチャの編集ツールが
備わっており、アルファ透明度、その他のイメージ形式、テクスチャ、および機能拡張をサポートするように  Visual Studio の
既存のイメージ編集機能が強化されています。

■ 高度なグラフィクスを活用した Windows 8 アプリケーション

Visual Studio 2012 エディターは、最新の  HTML5 や  CSS3 標準をサポートするように強化されました。これら標準に対応
した IntelliSense が組み込まれ、また、さまざまなブラウザー固有の回避策を認識し、正しく解析されます。

■ 最新標準に対応したエディター

Visual Studio 2012 では  Windows アプリケーション、Web アプリケーション以外にも、オンプレミス/クラウド双方のさま
ざまなアプリケーション開発が可能です。Windows Azure ベースのクラウド アプリケーション、Windows Phone に対応した
スマートフォン  アプリケーション、SharePoint  や  Of f ice  製品を活用した業務アプリケーションなど、ビジネスの要件や
ユーザーのニーズに最適なアプリケーションを開発できます。

■ オンプレミス /クラウド向けのさまざまなアプリケーション開発

■ カラー ピッカーによる容易な色の選択

Visual Studio 2012 は、急増する新しいプラットフォームやデバイス、
「アプリケーション ストア」などの新市場への対応と、
重要性が高まる Web 開発を支援するための新機能を搭載しています。

Windows アプリケーション開発

Web アプリケーション開発

その他アプリケーション開発

開発者は、HTML5、CSS3、および JavaScript を完全にサポートし、多数のデバイスやプラットフォームで問題なくレンダリ
ングされる最新の Web アプリケーションを作成できるだけでなく、その生産性を向上する機能強化が多数施されています。

.NET Framework 4.5 で強化された  ASP.NET Web フォーム  プロジェクトや、
A S P. N E T  M V C  プロジェクトで  W e b  アプリケーションを構築できます。
ASP.NET MVC では  jQuery Mobile がサポートされ、プラットフォームやブラ
ウザに非依存なスマートフォンの  Web アプリケーションを開発することが
できます。jQuery やその他最新の Web フレームワークを NuGet ツールを活用
してプロジェクトごとに選択、取得でき、目まぐるしく進化し続ける Web テク
ノロジーにも対応することができます。

■ 最新フレームワークを活用した Web アプリケーション開発

通常  Web アプリケーションをデバッグする際、実際にブラウザーに表示され
た結果を見たり、ブラウザーに付属のツールを使ってページ構成を確認しなが
ら作業を進めます。Visual Studio 2012 では、ページ  インスペクターを活用し、
これらの作業を効率的に進めることができます。ページ  インスペクターでは、
ページのレンダリング結果をより詳細に確認したり、DOM をその場で変更したり、
CSS 規則を編集することができ、簡単に変更内容をソース ファイルにコピー
できます。

■ ページ インスペクターによる Web ページの効率的なデバッグ■ LightSwitch による迅速な業務アプリケーション開発

新しいカラー ピッカーを使用すると CSS の編集中
に色を選択する際、色をツールから選択したり、不透
明色もスライダーで簡単に指定できます。さらに、
スポイト機能によって、画面上の任意の色を抽出する
ことができます。

Visual Studio 16p_4-5p w210mm × h297mm 改訂
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無駄を省いて開発に注力できる環境
Visual Studio 2012 は、ソフトウェア開発者の生産性や品質維持を向上させる
ために、無駄を省いてシンプル化し、コーディング作業の効率化を支援する機能
が強化されています。

色数の削減やアイコンのシンプル化など、最低限のスタイルに抑えられたユーザー インターフェイスによって、コーディング
作業や調査がしやすくなりました。

無駄を省いて開発に注力できる環境

Visual Studio 2012 には、最新のコンピューターの能力や複数モニターを効率的に活用することによって、作業速度を向上
する機能が用意されています。

生産性の高い環境

■ 検索機能の強化

依存関係の把握

近年のアプリケーション開発では、すべての機能を一から作成するのではなく、既存アプリケーションのリニューアル、拡張、
保守が中心となっています。その際、修正箇所の影響範囲を理解するためにクラスやメソッドの依存関係を把握することが
重要となっています。

さまざまな粒度によるテストの実施

より高い品質のアプリケーションを構築するには、目的に応じたさまざまな角度や粒度におけるテストを実施する必要が
あります。Visual Studio 2012 は、さまざまな機能が統合された包括的な開発環境として、アプリケーションの特徴やその粒度
に応じた多種多様なテスト機能を提供し、より品質の高いアプリケーションの構築を支援します。

ツール内で利用されている色を削減、アイコンのシンプル化を行い、最低限の
スタイルに抑えられたユーザー インターフェイスによって、コードが強調され、
開発作業に集中できるようになりました。また、ソリューション  エクスプロー
ラー、プレビュー タブ、履歴などの主要素には、新しく別のウィンドウを開かな
くてもコード内容を把握できる数々の新機能が搭載されています。

ソリューション エクスプロー
ラーから特定のファイルだけで
なくメソッドを検索したり、
ツールボックスから特定の
コントロールを検索したりと、
検索機能が強化され、必要な
コマンドや機能をすぐに特定
できます。

■ 複数のソリューション エクスプローラーを起動
サブシステムなど特定のビュー
を選択し、ソリューション エク
スプローラーを別ウィンドウと
して複数起動することができま
す。起動したソリューション エ
クスプローラーに任意のウィン
ドウやファイルをドッキング
し、複数のモニターに表示する
ことで、広く作業領域を確保す
ることができます。

■ プレビュー タブ

■ 開発作業に集中できるユーザー インターフェイス

Visual Basic や C# および Visual 
C++ のアセンブリやクラス間
の依存関係をグラフィックに
表示します。修正対象メソッドの
呼び出し関係を表示したり、循
環参照を分析することによって、
アプリケーション全体像の
把握を容易にします。

■ 依存関係グラフ
同じようなロジックが複数存
在すると、修正が必要となった
場合、複数箇所を修正する必要
があり非効率です。コード クロー
ン分析ではソリューション内の
同じ、または似たようなロジッ
クを探し出すことができます。
そのコードをリファクタリング
の機能を使ってひとまとめに
することで、コードの保守性が
高まります。

■  コード クローン分析

検索ボックスにキーワードを入力すると、キーワードに一致するメニュー項目が一覧表示されるため、使用したいコマンドを迅速
に起動できます。

■ クイック起動

Visual Basic や C# および Visual C++ アプリケーションのメソッドやメンバーの依存関係を階層表示します。メソッドを呼び出して
いるメソッド、およびメソッドが呼び出されているメソッドをそれぞれ表示し、依存関係を把握することができます。

■ 呼び出し階層

Visual Studio には単体テスト、および単体テストの網羅性を
測るコード カバレッジの機能があります。Visual Studio 2012 で
は xUnit などのサードパーティ製の単体テスト フレームワーク
も組み込むことができたり、ビルド実行後に自動的に単体
テストを起動してスムーズな開発作業を実現するなど機能
が強化されています。

■ 単体テスト機能の強化
Windows アプリケーションや Web アプリケーションのユー
ザー インターフェイス (UI) の操作を記録することができ、さら
に再生することができます。これによって、修正後の UI テストの
再実行が容易となります。

■  アプリケーションの自動 UI テスト

※テスト可能なアプリケーションの種類については、以下の URL を参照ください。
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/dd380742(v=vs.110).aspx

作成した Web アプリケーションのテストをもとに負荷テスト
を実施することができます。実行ユーザー数を段階的に増加させ
たり、さまざまなパフォーマンス カウンターを取得して詳細
な分析を行ったり、仮想ユーザーを作成して複数のコンピュー
ターから一斉にアクセスするなど、本格的な負荷テストを実施
することができます。

■ アプリケーションの負荷テスト
アプリケーションの実行結果より、さまざまな詳細情報を取得
してパフォーマンスの分析/チューニングに活用することが
できます。実行時にボトルネックとなるロジックは 「ホット
パス」として視覚的に提示され、パフォーマンス向上の際の
大きなヒントとなります。さらにコード修正前後でのパフォー
マンス比較データが表示されるため、修正によるパフォーマン
スの副作用を効率的に把握できます。

■  プロファイリング ツール

ファイルを開かずにファイルの内容をプレビュー 
タブに表示できます。別のファイルを選択すると、
プレビュー  タブにそのファイルの内容が表示され、
不要なファイルを開かずに、適切なファイルを簡
単に見つけられます。探しているファイルが見つ
かったら、ファイルの編集を始めるだけで、自動的
にプレビュー タブが通常のタブに変換されます。

Visual Studio 16p_6-7p w210mm × h297mm 改訂
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俊敏性の高いコラボレーション
Visual Studio 2012 は、開発から運用までの関係者全員が効率よくコラボレー
ションできるシームレスなワークフローを形成することによって、品質の高い
アプリケーションを短期間で提供することを可能にします。

ソースコードのバージョン管理、一元管理、分岐やマージといったバージョン
管理の基本的な機能の搭載から、継続的インテグレーションの実践など、チェッ
クインに連動してビルドやテストを自動化させるための仕組みを提供し、ソース
コードの高い品質の確保に貢献します。バージョン管理の機能は Visual Studio 
や  Team Foundation Server のさまざまな機能と連動し、組み合わせることで
さらなる効果が期待できますが、SQL Server ベースの堅牢かつセキュアな環境
提供により、バージョン管理機能単体の導入でも効果を発揮します。

■ ソースコードのバージョン管理

テスト環境を仮想環境として構築、共有できます。仮想化によるサーバー リソースの有効活用でハードウェアや運用コストを
削減したり、環境構築やメンテナンスの一元化により、人によるバラつきが無く環境依存の問題を少なくする確実な環境を
提供することができます。さらに Test Manager によるテストの実施時には、問題が発生した瞬間の環境のスナップ ショットを
取得し、テスト担当者から異なる開発者にそのまま受け渡すことができるため、環境に左右されずに問題の再現性が高まります。

■ テスト環境の仮想化

毎日決まった時間にビルドを起動したり、継続的インテグレーションの実践と
して、チェックインに連動してビルドを起動させたりと、ビルドの自動化を実現
します。さらにゲート  チェックイン  ビルドでは、ビルド時にビルドやテストが
失敗した際に、ソースコードをチェックインさせずにブロックします。この際、
失敗したソースコードはシェルブ上に一時的に退避され、開発チームによって
原因を検証することができます。

■ ビルドの自動化

Team Foundation Server は単一かつ高機能な統合リポジトリを提供し、開発プロジェクトにおけるさまざまな情報、
成果物を一元管理します。Team Foundation Server には、Visual Studio だけでなく、Java アプリケーション開発などで頻繁
に利用される Eclipse IDE からもアクセスすることができ、混在したテクノロジーによるアプリケーション開発に対応します。
さらに、開発作業を行わないプロジェクト管理者も  Exce l  やブラウザーを活用しプロジェクト情報にアクセスするこ
とができます。

タスク、バグ、要件、テスト項目など、さまざまな作業項目を管理することができ
ます。期限、担当者、進捗状況、優先度などの基本情報から、作業の履歴、成果物、
ソースコード、テスト結果の添付やリンクなど、作業に関連する項目を関連付け
て管理することができます。作業項目の種類や、作業項目内の管理項目は開発
プロセスごとに定義され、既定に提供されている Scrum や CMMI ベースの開発
プロセスを利用することも、独自に開発プロセスを定義することも可能です。

■ 作業項目の管理

統一的な開発プロジェクトの基盤

開発チームでプロジェクトの状況を把握することができる共通の Web ベースの
ダッシュボードを提供します。効果的で近年注目されているさまざまなアジャイル 
プラクティスの要素を取り入れることによって、生産性や透明性の高いプロジェ
クトの管理を可能にします。

■ ダッシュボード

Visual Studio Team Foundation Server 2012

PowerPoint
Storyboard

P Web I/F

e

Excel

X Project /
Project Server

Visual Studio
IDE

V Eclipse

Process Policy Work Items Source Code Eclipse Lab Dashboard Reports

V

Test 
Manager

Open Source
Software

Feedback
Client

Operation

Team
Explorer 
Everywhere

Team Foundation Server

Windows
Server

IIS SQL Server SharePoint Hyper-V SCVMM＊ .NET/Java 
SDK

1 2 3

＊SCVMM = System Center Virtual Machine Manager
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■ 運用環境からのフィードバックを収集
運用環境で実行しているアプリケーションで通常とは異なる動作や障害が発生
した場合、運用スタッフは運用環境で IntelliTrace を使用して、そのような動作
の詳細をキャプチャし、開発チームに報告できます。IntelliTrace は、予期しない
動作の原因となった一連のイベントを記録するデバッグ履歴ツールです。Visual 
Studio 2012 では、開発やテスト時だけでなく運用時にも情報収集ができるよう
に拡張されました。I n te l l i Trace  でキャプチャされる情報には、診断データ、
例外の詳細、コール  スタック、コードが失敗した箇所のトレースなどがあり
ます。 Inte l l iTrace でキャプチャされたデータは保存でき、後で開発チームの
メンバーが  V i s u a l  S t u d i o  2 0 1 2  を使用して再生できます。開発者は、この
情報を使用して、自分の開発コンピューターで実行している場合と同様にその
アプリケーションをデバッグできます。

俊敏性の高いコラボレーション

■ ユーザーからのフィードバックを収集

■ 機能テスト/受け入れテストの効率化

Feedback Client を使用すると、エンド  ユーザーは
アプリケーションを実行しながら、そのアプリケー
ションの使用履歴を記録できます。その際、スク
リーン ショットのキャプチャや、画面のストリー
ミング、音声の録音を任意のタイミングで実行でき
ます。収集されたフィードバックの情報は、Team 
Foundation Server 上に管理され、開発チームはこの
フィードバックから収集されたさまざまな情報
とともに作業項目やタスクを生成して、開発者に
割り当てることができます。

Test Manager を利用すると要件に対応した手動
テスト、自動テストを実施でき、通常の開発フェーズ
はもちろん、機能テスト/受け入れテストに活用で
きます。問題が発生した際には、画面キャプチャー、
画面のビデオ  ストリーミング、テストを実施した
システム情報など、さまざまな情報を収集できます。
Test Manager はあらかじめ定義済のテスト項目
を活用することも、探索的テストとしてテスト項目
なしにテストエンジニアの深い知識や経験に基づく
テストも実施することができます。探索的テスト
の実施時に問題を発見した場合、バグ票の作成や、
問題を検出した操作手順をもとにテスト項目を
生成できます。

正常時

バグ票作成

■ ユーザー要件の収集
最終的な画面レイアウトや画面遷移を設計したり、それをお客様に確認いただく
ために、PowerPoint で画面設計を行うケースが多く見られます。新機能ストーリー 
ボーディングは、PowerPoint のアドインで、画面のデザインに有用な既定の図形を
提供し、画面設計を支援します。Web アプリケーションやスマートフォンなど、さま
ざまなデバイスで使われる、ボタン、テキスト ボックス、ウィンドウ、マウス ポイン
ターなど数多くの図形  (部品) を提供しますので、よりリアルな画面デザインを
効率よく作成することができます。

■ コード レビュー

緊急性の高い作業が発生したなど、今まで行って
いた作業を一時的に中断する必要がある場合、修正
途中のソースコードをサーバー上に確実に保管でき
るだけでなく、開いていたウィンドウやブレークポイン
トの設定などを再開時に復元することができます。

Visual Studio 2012 では、開発者がチーム エクス
プローラーを使用してコード レビューを要求およ
び実行できます。プロジェクトの状態を保存して
レビュー要求を作業項目として必要なチーム  
メンバーに回覧できます。

レポートの機能によって、品質状況やバグの収束予測など可視化され
たプロジェクト状況に基づき、迅速かつ適切な判断を行うことができ
ます。またこれらのレポートは  Web ページとして閲覧可能なだけで
なく、PDF や Excel ファイルに変換して活用することもできます。これ
らの機能によって、プロジェクト管理者は属人性が排除された詳細な
データに基づき、常に最新かつ多角的な視点でプロジェクト状況を
把握することができるとともに、プロジェクト管理にかかる負荷を
軽減することができます。

■ レポート

■ タスクの中断

Visual Studio 16p_10-11p w210mm × h297mm 改訂
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テスト ツール

開発プラットフォームのサポート

アーキテクチャとモデリング

・Windows デスクトップ アプリケーションの開発

・Windows ストア アプリケーション (ARM を含む) の開発

・Web アプリケーション開発

・Office および SharePoint 開発

Team Foundation Server

・バックログ管理

・スプリント計画

・アジャイル タスク ボード

・PreEmptive Community Edition による例外分析

・バージョン管理

・作業項目トラッキング

・ビルド自動化

・Kanban ボード

・アーキテクチャ エクスプローラー

・アーキテクチャとレイヤーダイアグラム

・アーキテクチャの検証

Visual Studio 2012 エディション構成
Visual Studio 2012 は、開発チームのニーズや役割に応じて 4 つのエディションを提供しています。また、サーバー製品で
ある Team Foundation Server を組み合わせてご利用いただくことにより、共同作業の強化やプロセスの適合、導入の
効率化といったチーム開発における課題を解決します。

Visual Studio 2012 エディション別機能比較

デバッグおよび診断

Visual Sutdio 
Ultimate 2012 with 

MSDN

Visual Studio 
Premium 2012 with 

MSDN

Visual Sdtudio 
Professional 2012 with 

MSDN

Visual Sdtudio 
Test Professional 2012 

with MSDN

クライアント

サーバー

拡張性の高いソフトウェア アプリケーションとサービスを開発および運用している組織向けの包括的な
アプリケーション ライフサイクル マネージメント (ALM) 製品です。設計から開発、テスト、導入までアプリ
ケーション ライフサイクルを広範囲にカバーし、高い品質を持つアプリケーションを、高い開発生産性を
保ちながら構築するために必要となる機能を提供します。

ビジネス アナリスト、プロジェクト マネージャー、テスト担当者、開発者、運用担当者およびユーザーと
いったアプリケーション開発関係者が、それぞれのプロセスを統合してシームレスに共同作業を行うための
ツールを提供します。また、アジャイル プロジェクトの計画と管理、関係者とユーザーの取り込み、開発者の
生産性向上、品質の保証とテストの機能を通して、統合型の ALM ソリューションを提供します。

開発者が Web、クラウド、およびデバイスの枠を超えてアプリケーションを作成できるようにする統合開発
環境です。既存アプリケーションの保守および更新と並行して、Windows 8 などの新規プラットフォーム
向けの最先端アプリケーションを構築するための機能を提供します。

開発プロジェクトの基盤として、ソフトウェア資産の確実な管理と、プロジェクトの効率化を支援します。
ソフトウェア開発プロセスを自動化することにより、開発チームのアクションやトランザクションに加えて、
要件、タスク、バグ、ソース コード、ビルドとテストの結果などのプロジェクト成果物を追跡するための
ツールをチーム全体で利用できます。

テストの計画から実施、発生した問題の管理まで、一連のテスト プロセス全般における専門的かつ包括的な
機能を提供します。

Visual Studio Ultimate 2012

Visual Studio Premium 2012

Visual Studio Professional 2012

Visual Studio Test Professional 2012

Visual Studio Team Foundation 
Server 2012

クライアント

サーバー

Visual Studio Ultimate 2012
アプリケーション ライフサイクル全体を包括的にカバー

Visual Studio Team Foundation Server 2012
アプリケーション開発プロジェクトの統合管理基盤

Visual Studio Premium 2012
統合開発環境とテスト機能を搭載

Visual Studio Professional 2012
開発機能を提供する統合開発環境

Visual Studio
Test Professional 2012
包括的なテストの実施と管理を支援

・運用環境での IntelliTrace

・Direct X グラフィックのデバッグ

・静的コード分析

・プロファイリング

コラボレーション

・PowerPoint ストーリーボーディング

・コード レビュー

・タスクの中断/再開

・Team Explorer

統合開発環境

・負荷テスト

・コード カバレッジ

・コード化された UI テスト

・手動テスト

・探索的テスト

・テスト ケース管理

・単体テスト

・コード クローン分析

・業務アプリケーション開発 (LightSwitch)

・モデル リソース ビューアー

・Blend for Visual Studio

・JavaScript と jQuery のサポート

・プロジェクトとソリューションの Visual Studio 2010 SP1との互換性

製　品機　能

＊1 読み取り専用
＊2 リテール版の MSDN が付属していない Visual Studio Professional の場合には、Team Foundation Server と CAL を追加で購入することで使用できます。

＊2

＊2

＊2

＊2

＊2

＊2

＊1
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コーディングをするための Visual Studio だけでなく、効率的
なチーム開発 をサポートするTeam Foundation Server や機能
追加の Feature Pack など、開発の効率化や品質管理に有効な
周辺ツールを豊富に提供しています。また、開発で求められる
古いプラットフォームに対応できる開発とテスト環境構築の
ために、新しいバージョンだけでなく古いバージョンのソフト
ウェアも提供しています。

Visual Studio

Team Foundation Server

Team Foundation Server CAL

Team Foundation Service

Office Professional Plus

Windows Azure

Visual Studio 
Ultimate 

with MSDN

Visual Studio 
Premium 

with MSDN

Visual Studio
Professional
with MSDN

Visual Studio 
Test Professional 

with MSDN

Visual Studio 
Ultimate

Visual Studio 
Premium

Visual Studio
Professional

Visual Studio 
Test Professional

MSDN OS
MSDN

Platforms

❶ 開発に求められる多様な環境整備が可能

開発用途限定のライセンスのため用途が限られる一方、個別に
購入するよりも低価格でまとめて購入することができます。
年単位でのお支払いが可能になるので、都度発生する発注に
伴う稟議申請などの手間を軽減することができます。

❷ 開発用ソフトウェアの調達コストを削減

ソフトウェアのライセンスとインストール イメージの管理
がしやすくなります。ライセンスは、ボリュームライセンス  
サービス  センターという管理サイトを使用して、購入済み
ライセンスとその利用者の情報を一括管理ができます。
インストール  イメージは、MSDN サブスクリプションが
提供している全製品の一覧があり、そこからダウンロードで
入手できます。

❸ ライセンス管理にかかる手間を軽減

複数エディションの OS

古いバージョンの OS
古いバージョンの
アプリケーション

MSDN の場合

通常のケース

年単位の支払いが可能で稟議申請は1回だけ

都度発生する発注業務が面倒

MSDN の場合

通常のケース

管理者の数 ＝ ライセンス数で管理するため管理が容易

PCの数 ＝ ライセンス数で管理するため管理が大変

LICENCE LICENCE

LICENCE LICENCE

LICENCE LICENCE

LICENCE LICENCE

MSDN サブスクリプションは、デバイス単位ではなく利用者
単位でライセンスされます。複数台にインストールすることは
できますが、ライセンスを持たない方は使用することができ
ません。

MSDN サブスクリプションの
ライセンス ルール

ライセンスを持っていない開発者は、開発ツールやソフトウェアを利用できません。

開発者ライセンスは、開発業務以外では利用できません。

メディアや一部のソフトウェアだけを分割して他人に譲渡することはできません。

設計、開発、テスト、
デモンストレーション 開発業務以外

LICENCE

LICENCE

LICENCE

LICENCE

Visual Studio with MSDN サブスクリプション

MSDN サブスクリプションで使用可能な製品/サービス一覧ソフトウェア開発に必要な OS、サーバー製品などの開発用ソフトウェア ライセンスに加え、テクニカル サポートやトレーニングなどの
サービスを提供します。ボリューム ライセンスの場合には Visual Studio2012 のソフトウェア アシュアランスとして、パッケージの場合に
は Visual Studio2012 の 1 年単位の更新版として契約いただく形式のサービスです。

運用環境で使用可能なソフトウェアとサービス

ソフトウェアの設計、開発、テストを行なう皆様をトータルにサポートする
MSDN サブスクリプションを提供しています。

■ MSDNサブスクリプションが提供するメリット

○

○

○

○

○

開発およびテスト環境で使用可能なソフトウェア

Windows、 Windows Server

Microsoft SQL Server

Windows Embedded

Microsoft Office

Microsoft Dynamics

その他すべての Microsoft サーバー
 (SharePoint、Exchange など)

その他の特典

Windows Phone 開発者アカウント

Windows ストア開発者アカウント

テクニカル サポート インシデント

E ラーニング コース

Office 365 開発者向け
サブスクリプション

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○

○

○

○

4

2

○

○

○

4

2

○

○

2

1

○

○

2

1

2

2

2

1

レベル機　能

※ この一覧表で紹介している MSDN 特典は抜粋です。さらに詳しくは下記の MSDN サブスクリプション の Web サイトをご覧ください。MSDN 特典の内容、各レベルで提供される開発用
　 ソフトウェア、Azure プラットフォームなどは変更となる場合がありますので、最新情報は Web サイトでご確認ください。http://msdn.microsoft.com/ja-jp/subscriptions/
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