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あきらめていた、先が見通せるプロジェクト。

お客様に正しい価値を提供できる開発。

できないと信じ込んでいた開発環境の構築を

実現へと導く、改善の第一歩をご紹介。

Visual Studio® ソリューション ガイド

業務改善に
効く! 理想的なソフトウェア開発の実現
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理想的なソフトウェア開発のための
業務改善ポイント

2 3

時間とコストを費やしても、
簡単に品質が向上しないジレンマ

「高品質 = 長時間 × 高コスト」という考え方は、現在では正しく
ありません。高品質に注力した開発手法を導入することで、
結果的に、期間の短縮やコストの低減につながるのです。

もう一度、考えてみましょう。「高品質」は、いったい誰のために
実現するものでしょうか。開発している皆様はもちろんですが、
成果物をお使いのお客様のために実現すべきもの。顧客満足
を得ることこそ、開発者の環境改善への一番の近道です。

情報集約による
透明性の高い
環境

情報集約による
透明性の高い
環境

開発にも 
IT を活用した
定量管理

開発にも 
IT を活用した
定量管理

品質管理も
早期発見
品質管理も
早期発見

Cost
適正なコスト

Delivery
適正な納期

「人員を増やしました」
なんて、いまさら言われ
ても、お客様にはとても
請求できない...。

担当営業

品質管理担当者

開発した
アプリケーションの

利用者

プロジェクト
マネージャー

開発者

開発現場

ビジネス価値

開発現場にこそ、IT 基盤の導入

納期を厳守するために、スタッフを増員。熟練エンジニアが抜け
たために、開発スピードが低下。人員を投入しても、顧客満足
度が向上しない...。こんな経験はございませんか?

チームの要は、風通しの良い環境。開発プロジェクトにおいても、
情報の透明性がチーム力の向上に、問題の早期発見が品質
向上につながります。

開発者を信頼してらっしゃるのなら、彼らの頑張りに頼るのでは
なく、彼らが力を十分に発揮できる開発環境を整えることをご
検討ください。お客様だけでなく、開発現場も最新の IT 基盤
で、業務改善を図る必要があるのです。

Quality
適正な品質

作業効率 P.4

コスト削減 P.6
品質管理 P.8

「来月納品します」というが、
間に合うのだろうか...。
頑張っているのはわかるが、
実際にはどこまで進んでいるの?

「毎日報告しろ」と
言われても、報告書を
書いていたら、テストする
時間が押してしまう...。

「エラーだ」「バグだ」
と言うけれど、再現
されないよ。テストに
かける時間もないし...。

開発が予定通りに進まず、
「火消し役」として人員を
投入。結局、納期に
間に合わないかも...。

開発プロジェクトの新常識は開発プロジェクトの新常識は
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4 5

間接的な作業を削減し、
本来の業務に集中

専門分野の異なるメンバーが集まる開発現場。その力を最大限
に発揮してもらうには、情報集約による透明性の高い環境作り
が欠かせません。

たとえば、開発作業や管理作業など、仕事の内容ごとにリポジトリ
が分けられた環境では、作業を切り替えるたびに異なるシステム
にアクセス。頻繁にシステムを往来していると、作業効率も低下
します。さらに、プロジェクトの全体を把握するためには、複数の
ツールから取り出した情報を手作業でまとめる必要もあります。

すべては、ソフトウェア開発プロジェクトを成功させるための情報。
開発リソースやドキュメントはもとより、タスク、進捗、連絡のやり
とりに至るまで、すべての情報を一元管理しましょう。担当者は、
1 つのシステムであらゆる情報を得られるため、報告書の作成
時間を大きく短縮。さらに、チーム内での情報の共有が、経験
の共有にもつながります。

開発が短納期小規模化、
さらにメンテナンスも並行

クラウド サービスなどを代表とする、継続型のプロジェクトでは、小さく開始し、利用に合わ

せてシステムを成長させていくため、実際に運用しながら、短期間に精度の高い成果物

の納品が求められます。

このような開発スタイルでは、プロジェクトを継続しながら、顧客の要求にタイムリーに

対応できる、柔軟な開発基盤が不可欠です。短期間にリソースを集中させ、チームが

スクラムを組んで開発を進めていくには、過去のナレッジに基づいたガイダンスと開発

プロセス テンプレートを、プロジェクトの計画段階から活用するのが効果的です。

プロジェクトのゴールを見通して、
関係者全員で共有

プロジェクト管理では、計画通りに作業を進行させることだけではなく、各作業の終了、

プロジェクトの最終着地点を見通すことが、とても重要です。

ソース コードの保管だけでなく、タスク、バグ、リソースなどを 1 つのツールで管理できる

開発環境なら、自動的に進捗状況も記録。レポーティング機能により、リアルタイムに

状況を把握することができます。このようなツールなら、これまでの作業スピードと残りの

タスクの量を確認し、作業の収束を予測することも可能です。
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出典: MSDN® ライブラリ 
「MSF for Agile Software Development v5.0」

複数のシステムを行ったり、来たり...。
データを「使える情報」にするためには、手作業で集計も。

1 つのシステムで有用な情報を入手。
さらに、リアルタイムの情報共有も実現。
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要件定義

6 7

生産性を維持しながら、
コスト削減も両立できる開発環境
時間とコストを投入しても、必ずしも品質の向上につながるとは
限らないのであれば、何をすべきでしょうか。3 つの要素をトレード
オフにかけるのではなく、開発工程でそれぞれの状況を定量管理
をすることが、プロジェクトの成功につながります。透過的に業務
の状況を把握できる環境が、納期と品質を維持し、プロジェクト
を成功に導く、重要なカギの 1 つです。

IT 活用は、定量管理だけでなく、TCO の削減にもつながります。
目的ごとに異なる製品を採用することもできますが、情報のサイロ
化や導入コストの増加の要因になる場合も。十分な機能を備え
ている 1 つの製品群に揃えておくことで、すべてが統合された
環境をシンプルに構築。開発作業も、管理作業も、共通のツール
で行えるため、結果的にソフトウェアの TCO を低減できます。

開発環境も選び方しだいで、
ライセンス コストを大幅に低減

開発現場に必要となるのは、基本的な開発ツールだけではありません。多様なテスト 

ツール、開発に必要なオペレーティング システム （OS）、ソフトウェア、クラウド環境、

さらには、プロジェクト管理や情報共有基盤など、多くのツールが必要に。これらの

製品を異なるベンダーから、個別に調達してしまうと、多額の予算が必要になります。

Visual Studio with MSDN では、これらのツールを 1 つのパッケージにして、お求め

やすい価格でご提供。3 つのエディションが用意されているため、必要なレベルに応じ

てお選びいただけます。

開発基盤の活用で、
成功例から経験を共有

定量管理は、進行中のプロジェクトの進捗を確認するためだけに役立つものではなく、

経験値の蓄積と共有を可能にします。属人的なノウハウに頼らず、熟練の技術者の

経験を共有し、スキルの底上げができます。

開発工程の標準化と合わせて、ALM （アプリケーション ライフサイクル管理） ツールを

導入し、共通の手法を用いることは、新規プロジェクトのたびにプランニングや試行錯誤

のオーバーヘッドを減らしたり、開発者のプロジェクト異動の時もスムーズに業務開始が

できたりします。現場での成功と失敗が、次のプロジェクトの成功へと横展開できるよう

になります。
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8 9

手戻りによる作業負荷の軽減は、
早い段階での気付きと対応がカギ

どのような開発プロジェクトでも、当初から仕様やスケジュールが
変更されないことなどありません。きっちりとした計画を立て、
それに従うことで品質をコントロールするだけでなく、新しい要望
や開発段階で見つかった課題には即座に対応できる、柔軟性の
ある開発手法が求められています。品質を最優先に考えること
が、結果的に時間とコストの削減につながります。

手戻りによるロスを最小化するためには、早いタイミングでの
問題発見と解決が重要です。問題の発見を開発の最終工程で
行われるテストに頼るのではなく、上流工程で品質を作り込む
ことで、プロジェクトを成功に導くことができます。

自動テストと手順と結果の記録が、
品質向上を後押し

「時間と手間がかかるのがテストだ」とお考えなら、今すぐにでも、そのような状況を脱し

なければ、品質に注力した開発を行うことはできません。テストを自動処理できれば、テスト

よりも修正作業に集中することができ、開発者自身も品質向上だけに注力できます。

さらに、テストは誰もが再現できることも重要。テストの手順と結果を残し、後で別の

担当者が再現できる情報が残っていれば、修正の問題を抱えたまま完成したつもりに

なってしまうこともなくなります。開発環境において、テストの再現性は、品質の向上に

大きく寄与するのです。

p.9 （右ページ） p.8 （左ページ） 
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10 11

ビジネス価値を提供し続けるアプリケーション
ビジネスを成功に導く戦略的な IT とは、ビジネスの変化に対応し続けられる IT にほかなりません。

ビジネスが多様化し速度が増している現在では、これまでのソフトウェア開発が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提供する方法では、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。

Microsoft® Visual Studio 2012Microsoft® Visual Studio 2012
アイディアをいち早く
優れたアプリケーションとして
提供可能にする統合ソリューション

Visual Studio は、小規模開発から大規模なシステム
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ハードルが低く、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求の定義から運用環境
までをカバーし、開発者と開発したアプリケーションの
利用者まで見据えた環境を実現できます。

ビジネス × IT
1990 年代 2000 年代

ビジネス ビジネス

2010 年代

あれば便利 有効 必要不可欠

利用者/関係者

 プロダクト 
バックログ

運用
バックログ

実装 運用と
監視

□定義
アイディア

□開発
アイディアから
動作するソフトウエア

□運用
価値を提供し、
意義のある
フィードバック

要求
より軽量方法による
共通理解

要求内容の判断や
問題の修正に
十分な情報をフィードバック

• 実情に沿った要求の
優先順位づけと計画
• 早い段階からの品質の作りこみ
• 透明性と追跡可能性を高め、
迅速に対応
• 集中できる作業環境

利用者の期待に
応えるものを提供

経験値の蓄積と
運用固有な課題の情報収集

ミッション クリティカルな
本番稼働時の問題分析
と解決

開発と運用の
情報共有が可能な整備

運用

開発とテスト

動くソフトウェア

価値あるアプリケーション開発に必要な要素

受け入れ基準を
満たしたものだけを
明確にリリース時間

価値

"価値"

"価値"

時間

価値

IT

IT IT ビジネス

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。
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あきらめていた、先が見通せるプロジェクト。

お客様に正しい価値を提供できる開発。

できないと信じ込んでいた開発環境の構築を

実現へと導く、改善の第一歩をご紹介。

Visual Studio® ソリューション ガイド

業務改善に
効く! 理想的なソフトウェア開発の実現


