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ソフトウェアビジネスで優先しなければならない最も重要なことは、品質です。昔か

ら言われているように、早い段階で欠陥を発見できなければ後で莫大な損害が生じま

す。たとえばアジャイルコミュニティでは、"早めにエラーを発生させること" が重要

なスローガンになっています。そのため、継続的インテグレーションとテストが基本

的な手法として行われています。Visual Studio 2010 は、テストと品質のための革新的

技術を積極的に採用し、ソフトウェアチームを優れた成果に導く助けとなります。 



米国標準技術研究所の調査 (2002 年)1によると、低品質のソフトウェアは、米国経済に年間約 590 億

ドルの損害を及ぼしています。この金額は、低下した生産性および浪費されたリソースを基に算出さ

れたものです。この調査では、テストインフラストラクチャを改善すれば、この損害額の 3 分の 1 は

削減できるはずであると結論付けています。Standish Group の Chaos Report (2009 年)2で過去数年間の

傾向を見ると、図 1 に示すように、困難に直面し

たプロジェクト、または失敗したプロジェクトの

比率が、去年再び増大しています。あらゆるケー

スに通用する魔法のような解決策はありませんが、

企業はプロジェクトの失敗を回避できる可能性を

最大限に高めるツールやプロセスを利用すること

で対策を講じることが可能です。結局のところ、

品質に関して重要な唯一の指標は、顧客が製品に

満足するかどうかです。これは簡単に説明すると、

製品が顧客の望んでいた結果 (日常業務の成果の増

大と効率性の向上) をもたらし、ソフトウェアの有

効性を損なうような欠陥がないことを一般に意味

します。Visual Studio 2010 は、開発チームが高品

質のソフトウェアを作成できる可能性を最大限に高めるように設計されています。 

顧客ニーズへの対応 
顧客が持つ要件を完全に収集するのは、どんなツールを使用しても困難です。問題のほとんどが、予

測不可能な場合の多い、各ユーザーの操作に起因しているためです。しかし、要件から、テストケー

ス、コード、バグ、さらにテスト結果までを完全に追跡することができれば、安定性を確保し、顧客

の各要件を監視して数値としてレポートすることが可能になります。完全なトレーサビリティが実現

されることにより、どの要件を最も優先すべきか、要件をどの程度まで達成できているか (完了した

作業と残りの作業)、そして "要件の品質" をチームが判断できるようになります。要件そのものに多

くの欠陥があれば顧客のニーズを満たすことにならないので、要件を達成しても意味がありません。

TFS は、このようなレベルでのトレーサビリティを実現し、自由にカスタマイズ可能なレポートを通

じて、データを簡単に把握することができます。 

                                                                 
1米国標準技術研究所 (2002 年):Planning Report 02-3, The Economic Impacts of Inadequate Infrastructure for Software 
Testing、米国商務省 
2Standish Group (2009 年): Chaos Report 
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図 1: Chaos Report －プロジェクトの成功率はそれほど 

改善されていない 



 

図 2–"ストーリーの概要" レポート 

図 2 のレポートは一見すると非常にシンプルですが、実は大量のデータを集約しています。具体的に

は、要件を達成するための時間、要件に対応するテストケース、それぞれの要件に関するテスト結果、

未解決のバグおよび解決済みのバグなどです。このようなレポートがあれば、顧客ニーズへの対応状

況は、単なる推測ではなく、明確なデータとして把握できます。 

高品質を達成するための 3 ステップ 
高品質のアプリケーションの構築には非常に多くのステップが必要ですが、ここでは、設計、開発、

テストという 3 つの基本的なステップに単純化して説明します。 

品質は設計に始まり… 

今日のアーキテクチャツールの多くは、開発、要件、テスト用のツールとは別に存在しています。そ

のため、システムの設計後、コーディング作業が始まったときにアーキテクチャが放棄または無視さ

れないようにすることがきわめて難しくなっています。開発者は絶えず他のドキュメントや他のツー

ルを参照しなければならず、最終的には、参照するのをやめてしまうこともあります。これは、設計

が実際のコードと同期しなくなり、技術的なレベルでトレーサビリティが失われることにもつながり

ます。こうした状況は、既存システムの保守にも影響を及ぼします。システムを理解できなければ、

システムの保守は難しくなります。Visual Studio 2010 Ultimate には UML をベースとする一連の最新の

アーキテクチャツールが組み込まれています。これを使用すると、開発環境の中でソリューションを

設計できるだけでなく、設計と要件の関連付けを維持し、それらを最新の状態に保ち、簡単に参照す

ることができるようになります。図 3 は、UML 図のユースケース図、アクティビティ図、および品質

に直接関係するもう 1 つのアーキテクチャツールである、レイヤー図の例を示しています。 



 

図 3 –ユースケース図、アクティビティ図、およびレイヤー図 

レイヤー図は、レイヤー設計 (レイヤーは、メソッド、クラス、名前空間、アセンブリ、任意のグ

ループなど、何でも構いません) や通信経路を定義するだけでなく、これらを強制する目的でも使用

できます。特定の目標を達成するための設計を作成した後、その設計が守られない場合には、設計ま

たはコードのどちらかを変更する対策を取ります。 

開発者に引き継がれ… 

Visual Studio 2010 には、開発者が顧客のニーズを確実に満たすために必要な多くのツールが含まれて

います。静的コード分析 (.NET コードおよびデータベースコード用) などの機能を使用すると、パ

フォーマンス、安定性、保守容易性、スケーラビリティ、セキュリティに関する潜在的な問題を見つ

け、問題を未然に防ぐことができます。開発者は各種のコードメトリックスを使用して、コードの最

も複雑な箇所 (つまり、保守が難しい箇所) を特定し、スパゲッティのような状態にならないうちに

コードを変更することができます。さらに、WPF アプリケーションや ASP.NET アプリケーションなど

のコードに対して、開発者が包括的なパフォーマンステストを実行し、顧客のスケーラビリティ要件

を満たしているかどうかを確認することも可能です。図 4 は、テスト実行中のロードテストを示して

います。テストの対象となる全システムのあらゆる側面について詳しい情報が提供されます。これに

より、パフォーマンスの問題が存在する場所を特定するだけの十分な情報を確実に収集できます。

ロードテストの結果を比較して、一定の期間におけるパフォーマンス特性の変化を把握することもで

きます。 



 

図 4–実行中のロードテスト 

ロードテストの実行からパフォーマンスの問題が発見されたら、詳細なレポートを調べ、アプリケー

ションのどの部分に問題のコードが含まれているかを正確に突き止め、その部分を修正することがで

きます。図 5 は、パフォーマンステスト中のアプリケーションに対するユーザー負荷の分析を示して

います。この画面では、ユーザー負荷だけでなく、実行されたページや、発生した例外などのエラー

も示されます。 



 

図 5–ロードテストのレポート 

最終製品に欠陥が残らないようにするには、デバッグセッション中に開発者が迅速にバグを発見して

修正できることが必要です。マイクロソフトによる最新技術である IntelliTrace™は、この必要性に応

えることができます。さらに、IntelliTrace はそれだけに留まらず、はるかに多くのことを実現します。

IntelliTrace™を使用すると、開発者はアプリケーションを実行し、任意のポイントで一時停止できま

す。その後、デバッグセッション内を進んだり戻ったりしながら、特定の時点におけるアプリケー

ションの状態を検証することができます。IntelliTrace™では、スタックトレースの履歴が記録され、

その履歴上を移動することが可能です。このため、開発者が手探りでブレークポイントを設定する必

要がありません。それだけでなく、例外が起こった場合、開発者はその発生箇所に直ちに移動し、原

因を調べ、修正することができます。さらに、コンパイル済みアプリケーションのテストを実行する

テスト担当者も IntelliTrace™ログを記録できます。このため、エラーが発生した場合は、テスト実行

中のすべての現象を開発者に伝えることができます。こうした情報を得られることにより、開発者は

かつてないほど効率的にバグの検出と修正を行うことができます。 

開発者はテスト担当者にコードを引き渡したり、バージョン管理にチェックインしたりする前に、あ

る程度のテストを実行しておく責任もあります。単体テストでは、コードの動作に問題がないかどう

かを詳細なレベルで開発者が検証できます。単体テストを頻繁に実行するチーム (テスト主導型の開

発チームなど) では、最新の“テスト影響分析”機能を使用することにより、実行すべきテストの数は

減らしながら、必要なテストは確実に実行されるという高い信頼性を実現することができます。テス



ト影響分析は、コード変更を分析し、コード変更と単体テストの実行との関連性を検証することに

よって、既に実行済みのテストの結果に影響を及ぼし得るコード変更かどうかを判断します。この機

能により、開発者はテスト担当者や QA チームにコードを引き渡す前に、重要そうな部分だけを選ん

でコードを検証することができます。 

Visual Studio 2010 では、開発者が UI テストを自動化することができます。開発者は "コード化された 

UI テスト" を使用して、アプリケーションの UI テストを自動化できます。Visual Studio 2010 は、テス

ト担当者が行ったテスト実行、または開発者自身が記録したテスト実行からテストコードを自動的に

生成します。このコード化された UI テストは手動で実行することもできますが、ビルドプロセスの

一部に組み込んで UI 回帰テストの自動化に使用することもできます。Visual Studio Lab Management 

は、仮想化されたテスト環境を提供します。開発者はこの環境を利用して、サポートするリリース環

境に、より正確に一致する、クリーンなシステムでコードを実行することができます。こうした機能

は、開発者が安全かつ簡単に複製可能な環境でテストや実験的作業を実施するのに役立ちます。 

自動ビルドは、これまでも Team Foundation Server の重要機能でしたが、TFS 2010 では、新しい機能

によってコーディングの欠陥の発見がこれまで以上に容易になり、メインのコードベースにバグが持

ち込まれるのを未然に防止できるようになっています。Windows Workflow 4.0 をベースとする TFS 

2010 は、開発者の創意工夫次第で自由に使うことのできる強力なワークフロー機能を提供します。

これを使った非常に革新的な機能の 1 つがゲートチェックインと呼ばれるもので、これは高度な継続

的インテグレーション機能を実現します。継続的インテグレーションは、ビルドが壊れてからでは遅

いという考えに基づいています。バグを含むコードがバージョン管理に保存されると、チームはそれ

が修正されるのを待たなければなりません。ゲートチェックインは、コードをチェックインする前に

ビルドおよび必要なテストを実行します。そのため、ビルドやテストが失敗した場合、そのコードは

チェックインされません。このようにすることによって、問題のコードを作成した開発者は修正を行

い、開発チーム全体は作業を続けることが可能になります。また、TFS では、シェルブ (棚) と呼ばれ

る機能により、チェックインできないコードの共有もできます。ゲートチェックインが失敗した場合、

開発者は問題のあるコードをチェックインせずに他の開発者と共有し、コードを修正するための支援

を求めることができます。 

テスト担当者によって検証され… 

これまで、テスト担当者は開発チームの一員とは考えられてきませんでした。テストは開発が終わっ

てから行われる活動でした。組織は最近になって、テスト担当者も開発チームの欠かせない一員であ

ると認識するようになりました。その背景には、このホワイトペーパーの冒頭で示したような数字が

あります。Visual Studio 2010 は、図 6 に示すように、テストケース管理 (TCM) と、テストの管理/実行

の専門ツールである Microsoft Test Manager (MTM) を統合することにより、テスト担当者をプロジェ

クトの中心に位置付けます。 



 

図 6: Microsoft Test Manager 

プロジェクトの開始時に、QA チームは要件とテストケースの直接的な関連付けを行います。これに

より、開発者は実行が予定されているテストケースを参照することが可能になります。その後、テス

ト担当者がコードのテストを実行し、顧客ニーズを満たしているかどうかを評価します。アプリケー

ションの品質確保に役立つテストには、さまざまな種類があります。最近の組織が実施しているテス

トのうち、約 70% は手動の総合テストですが、それ以外の種類のテストも実行可能です。標準的な

単体テストやパフォーマンステストから、ロードテスト、自動テストまで、多種多様なテストが実行

可能です。テストの実行中、テスト担当者はバグを具体的な形で、つまり発見されたバグを開発者が

実際に修正できるような形で報告するために、詳細な診断情報を収集したり、テストセッションのビ

デオを録画したりすることができます。図 7 は、MTM で報告されたバグのテスト再現セクションを

示しています。ステップの成否、各ステップに関係する添付ファイルやコメントなど、すべてのス

テップの詳細情報が表示されます。ビデオには時間によるインデックスが記録されるので、開発者は

バグが発生した時点のビデオをすぐに再生できます。さらに、テストセッションのバグ発生前の途中

経過についてデバッグ情報を詳細に提供する、IntelliTrace™ログファイルもあります。 



 

図 7–バグ再現ステップ 

"テスト影響分析" と呼ばれる新機能は、優先度の高いテストを、開発者が行ったコード変更に基づい

てテスト担当者が選択できるように必要な情報を提供します。既にテストが正常終了しているコード

に変更が加えられた場合には、テスト担当者にそのテストが通知され、テスト担当者は該当するテス

トを再実行して、バグ修正による新たなバグの削減または排除を図ることができます。Lab 

Management は、テストインフラストラクチャを仮想化することにより、これをさらに高度化した機

能を実現します。不具合が起こった時点で仮想環境のスナップショットを作成し、開発者に提供でき

るので、開発者はバグが発見された環境でバグを簡単に再現することができます。 



…そしてマネジメントへの可視化 

Visual Studio 2010 と TFS 2010 は品質を根本から高めますが、マネジメント側は常にプロジェクトの状

況を把握したいと思っています。マネジメントは顧客にソフトウェアの進行状況や品質を報告する必

要があります。また、土壇場になって問題が発覚すると、軌道修正するのが困難です。TFS には、

SQL Server Analysis Services をベースとする詳細なレポート機能が含まれています。Microsoft Office 

SharePoint Server および Excel と併用することで、単なるデータではない "情報" を、常に最新の状態

で、正確に得ることができます。図 8 は、使用可能な品質情報ダッシュボードの一例です。 

 

図 8–品質の指標 

"テスト計画の進行状況" には、テストの総数、実行済みのテストの個数、正常終了したテストの個数な

どが表示されます。"ビルドの状況" には、自動ビルドの個数とそれの成否の状況が時系列に表示されま

す。この情報は、ビルドの成否に、ビルドの一環として実行される自動テストの結果を組み合わせたも

のです。この情報から、アプリケーションの品質の状態が 1 日単位でわかります。"バグの進行状況" お

よび "バグの再アクティブ化" は、アプリケーションに関して報告されたすべてのバグの状態に関する

詳細情報と、バグが正しく修正されなかったために発生したやり直し作業の件数を示します。 



こうした情報は、マネジメントが早期の対策を取ることを可能にします。報告されるバグ数が多い場

合、バグを減らすための対策を実施できます。テストが滞っているのであれば、テスト担当者を増員

することが考えられます。このようにして、顧客が満足する高品質の製品を、スケジュールどおりに

確実に提供する能力が高められます。 

品質の重要性 
どの開発チームも、高品質のアプリケーションを開発するという目標を目指して、それぞれのプロ

ジェクトに着手します。しかし適切なサポートツールがなければ、その目標を達成するのは困難です。

Visual Studio 2010 は、アプリケーションアーキテクチャから、開発、テスト、保守に至るまで、アプ

リケーションの最高品質を実現するのに役立つ適切なサポートツールを提供します。これらのツール

は、開発プロセスに関与するすべての担当者を考慮して設計されており、顧客ニーズへの対応を支援

します。 

  



お客様からの声 

ICONICS 

世界的なソフトウェア開発会社: 開発ソリューションにより生産性が倍増する見込み 

マイクロソフト認定ゴールドパートナーである ICONICS は、世界 60 か国以上の企業に産業用オートメーションおよびビジュアライゼーションソ

フトウェアを提供しています。同社の開発チームには 3 か国のスタッフが所属し、スタッフが各地に分散しているためコラボレーションに問題

が生じていました。開発者には、プロジェクト管理の簡易化、データアクセスの向上、開発期間の短縮、テストプロセスの自動化に使用できる、

統合型のツールセットがありませんでした。2009 年、ICONICS は Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate、Visual Studio Team Foundation Server 2010、

および Visual Studio Lab Management 2010 を導入して、開発環境を強化しました。この完全な統合型ソリューションによって、国際的なチーム

に、プロジェクト管理を簡易化し、製品ライフサイクルプロセスを効率化する、統一されたツールが提供されました。その結果、ICONICS では

コストの削減と製品の品質向上が可能になり、生産性が 100% 向上するものと予測しています。 

"Visual Studio 2010 の新しいテスト機能は、まさに革命です。このツールを使用するチームが増えるた

びに、生産性が倍増しているのが実感できます。夜間、無人の状態で自動テストを実行できるように

なりました。さらに今後、IntelliTrace などの機能によって、アプリケーションのデバッグにかかる時

間が大幅に短縮できるものと期待しています。"- ICONICS 主任ソフトウェアアーキテクト、Chris Elsbree氏 

"Visual Studio 2010 による利点はすべて、パフォーマンスと品質の向上につながっています。階層型の作

業項目トラッキング、分岐の可視化、さらに IntelliTrace と、新しいシステムで古いバージョンをビルド

できるようになったこと、これらすべてが効率性の全面的向上に貢献しています。そして最終的には、

製品品質の向上という結果が実現されています。"- ICONICS プレジデント兼 CEO、RussAgrusa氏 

 


