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ソフトウェアの構築は複雑です。ある程度の規模のプロジェクトでは、ほとんどの場合、開発者、グラフィック 

デザイナー、ビジネス アナリストなど多様なスタッフが参加し、その全員が協力して作業を進める必要があり

ます。スタッフが使用するツールがそれぞれ違うと、状況は複雑化します。たとえば、開発者は各種の統合開発

環境 (IDE) を使用し、デザイナーはそれぞれ好みのグラフィック ツールを使用します。ビジネス アナリストに

とって最も使い勝手がいいのはスプレッドシートです。また、バージョン管理やテスト管理などに使用するソ

リューションがプロジェクトによって異なるということもよくあります。今日の開発組織では、多種多様なツー

ルが存在する現実を避けて通ることはできません。 

このような多様性は、合理的である場合もあります。担当する役割が違えば、当然、必要なツールも違ってきま

す。ビジネス アナリストが無理をして IDE を使うことは合理的とは言えません。また、同じ役割の人たちでも、

選択が違うことはあります。たとえば、Java アプリケーションを作成中の開発者には Visual Studio IDE は適して

いません。同様に、.NET アプリケーションを作成中の開発者は Eclipse を選ばないのが普通でしょう。しかしな

がら、異なるツールを使用することが、単に複雑性を増すだけで、何の価値も生み出していない場合もあります。

特に、チーム全員での効率的な情報共有が不可欠となるアジャイル開発環境では、不必要に多様なツールの存在

は、開発プロセスの妨げになります。 

すべての開発プロジェクトのすべてのメンバーに、1 つの共通ツール セットの使用を強制することは、ほとんどの組

織で (少なくとも短期的には) 現実的ではありません。それでも、アプリケーション ライフサイクル管理 (ALM) のため

の共通基盤を導入することで、開発プロセス全体に一貫性のあるサポートを提供できます。この共通基盤は、既に使

用されている各種のツールを接続することができますが、一方で、長期的には組織をツールの種類を減らす方向へと

向わせます。さらに、共通 ALM 基盤があれば、全員が一様な方法でプロジェクトの情報を共有することも可能になり

ます。この 2 つの改善は、開発プロセスの複雑性とリスクを軽減し、迅速性を増すことにつながります。 

ALM 基盤とは 

このアプローチを理解するために、最初に、ALM 基盤が提供するサービスを説明します。図 1 に一般的な例を示します。 

 

図 1: 共通 ALM 基盤が開発プロセスに提供する基本的サービス 
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共通 ALM 基盤として最近よく選ばれている製品としては、Visual Studio 2010 に含まれる Microsoft Team Foundation Server 

(TFS) や、Jazz Team Server をベースとする IBM Rational Team Concert などがあります。どちらの製品も、バー

ジョン管理、ビルド管理、テスト ケース管理、レポートなどの機能を含む、統一されたツール セットを提供し

ています。さまざまなツールを使用している組織でも、このような共通基盤の導入には意味があります。その理

由は、次のとおりです。 

 共通 ALM 基盤を使用すると、組織内のすべての開発プロジェクトのデータを 1 箇所に格納することができ

ます。共通のレポート機能が提供されるので、開発者、スクラムマスター、プロダクト オーナーなどの関

係者は、各チームが使用している IDE などのツールが異なっていても、現在の全プロジェクトについて一貫

性のある形式でデータを表示できます。 

 バージョン管理やテスト ケース管理など、ALM のいくつかの側面で同じテクノロジを使用するということ

は、すべての開発チームのすべての人がこれらのツールを理解するということを意味します。そのため、プ

ロジェクト間での人員の移動がしやすくなります。また、それぞれが特定のソリューションに傾倒する、排

他的な技術者集団の形成を抑制する効果もあります。 

 共通 ALM 基盤を導入すると、さまざまなツールを習得および管理するための労力やコストが軽減されます。

たとえば、複数の異なったバージョン管理システムを導入する代わりに、徐々に 1 つのシステムで標準化し

ていくことが可能になります。 

 共通 ALM 基盤を使用すると、さまざまな開発プロジェクトでコードなどの開発成果物を、より容易に共有

できます。異なるプラットフォームを対象とするプロジェクト間でも、データベース  スキーマやグラ

フィックなどの情報を共通の場所に保存し、全員が利用できるようにしておくことにはメリットがあります。 

 共有される ALM 基盤があれば、組織内の全チームで開発プロセスを統一するのに役立ちます。全員が同じ

メカニズムを基盤とすることになるので、共通のプロセスを使用することもより容易になります。その結果、

管理が簡素化されるだけでなく、1 つのグループが改善を行った場合、その改善が他のすべてのグループに

もすばやく広がります。 

ソフトウェア開発の究極の目的は、適切なソフトウェアを、適時に、できる限り少ないリスクで作成することで

す。共通 ALM 基盤は、この目的の達成に貢献します。 

共通 ALM 基盤への接続 

共通 ALM 基盤の活用は価値ある目標ですが、大部分の組織にとってまず問題となるのは、この目標に向かって

最初の一歩を踏み出すことができるかどうかです。そのためには、現場でスタッフの声を聴き、既に使用されて

いる開発ツールをすべてサポートする必要があります。その理由は明らかです。成果を上げるには、組織の既存

環境にうまく適合する ALM 基盤が必要であるからです。図 2 にこの概念を示します。 
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図 2: 共通 ALM 基盤は、開発プロセスで使用されるすべてのソフトウェアを接続する 

この図からわかるように、ALM 基盤に接続する必要のあるソフトウェアは、いくつかの種類に分類されます。 

クライアントについては、次のような種類があります。 

 統合開発環境 (Visual Studio IDE、Eclipse など)。これらの各ツールは、異なるプラットフォーム向けの異なる成果物を作

成します。このような成果物を作成するために、各ツールがプラットフォーム固有のサポートを提供します。 

 Web ブラウザー。ALM 基盤に格納された情報にアクセスするための単純で容易な手段を必要とする人が使

用します。たとえば、プロジェクトのビジネス スポンサーが、プロジェクトの状況や現在のコード品質の

指標をチェックしたい場合を考えてみましょう。このような役割の人が IDE をインストールしていることは

ほとんどありませんが、ALM 基盤と対話するための何らかの方法が必要です。 

 グラフィック デザイン ツール (Microsoft Expression Studio など)。優れたユーザー インターフェイスを備えた

アプリケーションを作成するには、おそらくグラフィック デザイナーの協力が必要であり、グラフィック 

デザイナーは専用のツールを使用します。 

 生産性ツール (スプレッドシートなど)。スプレッドシードが最も使い勝手がいいというユーザーは少なくあ

りません。したがって、この種のツールで ALM 基盤にアクセスできるようにすることが重要です。たとえ

ば、ビジネス アナリストは要件の管理や更新に Microsoft Excel を使用する可能性があります。 

 コラボレーション ツール (Microsoft SharePoint など)。多くの組織では、この種のツールがさまざまな場面で

使用されています。したがって、これらのツールを ALM 基盤に接続することが重要です。 
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ここに挙げたソフトウェアですべてというわけではありません。たとえば、要件定義のためのツールなど、上記

以外のソフトウェアも重要である可能性があります。開発プロセスはコードの記述だけではありません。そのた

め、さまざまなソフトウェアを ALM 基盤に接続する必要があります。 

多様なクライアントに加えて、さまざまなサーバーも接続が必要です。以下に例を示します。 

 ソフトウェア構成管理を提供する、バージョン管理システム。共通 ALM 基盤を導入した後、少なくともし

ばらくの間は、既存のソース コードを別のバージョン管理システムで保持する必要があると考えられます。

共通基盤の導入にあたっては、同期または移行のためにこれらの既存システムが ALM 基盤と接続できるこ

とが欠かせません。 

 テスト ケース管理。この分野でも、組織では既にさまざまなオプションが導入されている可能性がありま

す。バージョン管理と同様、これらのシステムも効率的な方法で ALM 基盤に接続する必要があります。 

 要件管理。これについても、既存ソフトウェアを新しい ALM 基盤に接続する必要があります。 

開発プロセスへの十分なサポートを提供するには、上記のすべての部分がうまく連携することが重要です。たと

えば、どのソフトウェアで作成された情報も、レポートやダッシュボードに表示される必要があります。また、

どの IDE を使用する開発者も、テスト、要件、その他の情報を、それらの格納場所にかかわらず利用することが

可能でなければなりません。ビジネス アナリストやプロダクト オーナーが、さまざまなプロジェクトの状態を

把握するために、複数の異なるシステムを使用する必要があってはなりません。 

共通 ALM 基盤にさまざまなツールが接続できること、これは絶対に必要なこ

とです。しかし、このような接続を実装するには、どうすればよいでしょうか。

他のソフトウェアが ALM 基盤にどのように接続するかは重要なポイントであ

るので、この問題について詳しく考察してみましょう。 

1 つのアプローチとして考えられるのは、さまざまなベンダーのさまざまな ALM 基盤で使用できる、マルチベン

ダー標準の定義です。これが実現すれば、だれが作成した開発ツールでも、あらゆる ALM 基盤に、共通の方法

で接続できるようになります。魅力的な概念のように思えますが、実際には大きな壁がいくつか存在します。た

とえば、次のような問題があります。 

 ベンダー各社が相互運用性に関する標準をサポートするのは、そうすることで自社に利益があると判断した

場合に限られます。また、フル機能の ALM 基盤を提供している企業は今のところ、ごく少数です。そのた

め、これらのベンダー各社は、他のツールの接続に関して自社独自の手法を定義することを望んでいるよう

です。この分野で真のマルチベンダー標準が成立する可能性は、きわめて低いのが現実です。 

 マルチベンダー標準は多種多様な製品に対応しなければならないため、一般的には最小限の共通する接続機

能を定義することになります。また、複数の ALM 基盤が同様の機能を提供するとしても、その方法はそれ

ぞれ違っています。こうした多様なテクノロジへの接続についてマルチベンダー標準を策定すると、結果と

して、すべてにおいて機能性が低下する可能性があります。 

他のソフトウェアが 

ALM 基盤にどの 

ように接続する 

かが重要です。 



 

 

6 

マルチベンダー標準の代替案は、各 ALM 基盤が、他のツールを接続する独自の手法を提供することです。この

方法なら、対話での正確性が損なわれることもありません。また、ALM 基盤に接続する必要のあるツールは比較

的少数 (数百種類ではなく、数十種類といった程度) なので、全体で必要な労力という点でも無理がありません。 

たとえば、マイクロソフトは、ALM 基盤にクライアントを接続するためのオプションをいくつか提供しています。

Visual Studio 統合開発環境は、チーム エクスプローラーという名前のプラグインを介して Team Foundation Server 

(TFS) に接続します。一方 Eclipse では、Team Explorer Everywhere という同様のプラグインを使用できます。その

他のクライアント ソフトウェアは、TFS が提供する一連の再配布可能な .NET および Java API を使用できます。マ

イクロソフト自体も、これらの API を使って Microsoft Excel やグラフィック デザイナー向けの Expression ツール

を接続していますが、他の組織でもこれらの API を使用できます。たとえば、

Tasktop では Java API を使用して Eclipse Mylyn プラグインを実装し、TFS へのタ

スク指向インターフェイスを提供しています。同様に、Ekobit はこれらの API 

を介して Microsoft Outlook から TFS への接続を実現します。 

サーバー向けには、マイクロソフトは TFS Integration Platform を提供していま

す。汎用ソリューションとして設計された TFS Integration Platform には、IBM 

Rational ClearCase、Subversion、旧バージョンの TFS など、既存テクノロジに対

応するアダプターがいくつか含まれています。マイクロソフト以外のベンダー

も、Hewlett Packard が開発した Quality Center アダプターなど、その他の ALM ソフトウェア用のアダプターを提

供しています。このような接続は、組織が共通の ALM 基盤を導入しながら、現在使用している開発ツールへの

投資も活用できるようにする方法として重要です。 

ALM 基盤と他のソフトウェアとの接続について、その重要性は軽視できません。組織がまったく新しいプロジェ

クトに着手する際は、完全に新しい、統一された開発ツール セットを使用することも可能かもしれません。し

かし、ほとんどのプロジェクトでは、その選択肢はありません。環境内に既に存在するソフトウェアとの統合が

必要になります。これらのソフトウェアと ALM 基盤の接続は避けられないので、それを適切に行うことが不可

欠となります。 

まとめ 

すべての開発組織では、その規模を問わず、ある程度まで多様なツールを使用せざるを得ません。しかし、この

ような多様性を最小限に抑えることも重要です。さまざまなツールを使用することで実際にメリットが得られる

のであれば、問題はありません。たとえば、役割に適したツールを選択したり、対象となるプラットフォーム別

に異なる IDE を採用したりするような場合です。そうでない場合は、共通のソリューションを選ぶ方がより良い

選択と言えます。その代表例が、共通 ALM 基盤の導入です。これはほとんどの開発組織で未導入であるため、

このアプローチを採用すれば、競合他社との差別化を実現できる可能性があります。 

この分野で真のマル

チベンダー標準が 

成立する可能性は、

きわめて低いのが 

現実です。 
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既存ツールと共通 ALM 基盤との接続も重要です。マルチベンダー標準の使用は魅力的ですが、実際のところ、

実現の見込みはまだありません。マルチベンダー標準の代わりに、ALM 基盤のプロバイダーは、他のコンポー

ネントの作成者に独自の統合サポートを提供できます。 

開発チームが使用する各種のツールがうまく連携すれば、開発プロセスが改善され、チームのパフォーマンスが

向上します。共通 ALM 基盤の導入は、この目標を達成するための有効な一歩です。 
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