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によるテストの効果および効率の向上 
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品質保証とテストの主な目標は 2 つです。各アプリケーションの品質を検証すること、

そしてソフトウェア全体の品質を向上させることです。しかし、多くのテスト作業で

は、同じ手順の繰り返しが避けられず、あいまいな優先順位付けや単純な人為ミスなど

の要因も加わって、多くの時間が浪費されています。Visual Studio Test Professional 2010 

は、優れたソリューションと操作性の各種のテスト ツールと診断ツールによってこの 2 

つの目標の効率的かつ効果的な達成を支援します。また、チームを分断してきた壁を取

り払い、中核となる統合機能を提供することにより、アプリケーション ライフサイク

ル全体で無駄を廃し、チームの生産性を向上させます。 



 

 

テストを専門とする担当者には主に 2 つの目標があります。1 つはアプリケーションの品質を検証す

ること、もう 1 つはアプリケーションの品質を向上させることです。とてもシンプルな目標ですが、

さまざまな要因がこれらの達成を困難にしています。テスト作業では同じ手順の繰り返しが避けられ

ず、あいまいな優先順位付けや単純な人為ミスなどの要因も加わって、多くの時間が浪費されていま

す。テスト作業の効果や効率を低下させている一般的な原因はいくつかあります。たとえば、良いバ

グとはどのようなバグか考えてみてください。なぜ、具体性があり対処可能であるバグとそうでない

バグがあるのでしょうか。ある問題を解決するのには十分である情報でも、他の問題に対しては不十

分な場合があるのはなぜでしょうか。バグの登録時に十分な情報が記録されていないと、開発者とテ

スト担当者の関係が悪化し、コミュニケーションとコラボレーションが負のスパイラルに陥る原因と

なります。テスト作業の問題はこれだけではありません。多くの場合、テスト担当者はアプリケー

ションを全体的に把握できないためにその品質レポートの作成に苦労します。Visual Studio Test 

Professional 2010 は、多くのソフトウェア開発環境に存在するこうした断絶を埋め、ソフトウェアを

最高の品質でリリースできるよう支援することを目的に作られています。 

現状 

開発者とテスト担当者が互いに不満を抱くようになる大きな原因の 1 つは、確実に再現できないバグ

が多くあるということです。再現できないバグの修正は容易ではなく、開発者とテスト担当者の対立

につながることもあります。テスト担当者はバグの再現に、開発者は再現しないバグの検出に、多く

の時間を割くことになります。テスト担当者が登録するバグに具体性がなければ、開発者がテストの

結果を認めることはないでしょう。Visual Studio Test 

Professional 2010 の主要なテスト ツールである Microsoft 

Test Manager 2010 (これは、Visual Studio 2010 Ultimate 

にも同梱されています) を使用すれば、大部分の状況

で、具体性のあるバグを登録し、その解決を追跡で

きるようになります。 

バグが再現できない主な原因の 1 つは、バグ報告の

内容です。十分な情報が存在する場合でもバグ報告

の適切な作成には時間がかかりますが、十分な情報

を入手できない場合や、テスト担当者が実行した操作の一部を覚えていないという場合も多くありま

す。このような状況は、特定のテストシナリオが存在せず、テスト担当者が探索的テストを行ってい

る場合によく発生します。テスト プロセスにおいて、時間はきわめて重要な要素です。 

 

具体性のあるバグとは 

具体性のあるバグとは、開発者がバグを再現

し、エラー箇所を特定するのに十分なデータ

が提示されているバグを言います。さらに、

開発者がバグを修正できたと判断できるよう

に、意図された動作 (つまり、コード記述時に

想定されていた動作) が特定されている必要も

あります。 



 

 

バグが特定の環境設定に起因していると、その再現はいっそう困難になります。特定の環境の特定の

設定が問題を引き起こしている場合、その特定の環境を使用できなければ、問題を再現できる可能性

はきわめて低くなります。問題を再現できない理由は多くありますが、テストが実行されたマシンの

特性を開発者が一切知らない、またはそのマシンを開発者が使用できないという状況は最も大きな理

由と言えます。 

あるテスト マネージャーは、テスト担当者について「彼らは、他にすべきことがたくさんあるが、

同じ機能を何度も再テストすることに膨大な時間を費やしている。回帰テストを行い、バグが修正さ

れたことを検証しなければならない」と述べています。テスト担当者は限られた時間の中で、最大限

の効率性を求められる場合、バグを検出できそうなテストのみを実施します。開発者がコードに加え

た変更がわずかであれば、テスト担当者は、コード変更による影響を受けていないと思われるテスト 

ケースを何らかの方法で特定し除外する必要があります。作業に割ける時間に対してテスト ケース

が多すぎると、最も重要なテスト ケースに到達できないこともあります。 

今後 

Microsoft Visual Studio Test Professional 2010 は、上で述べたさまざまな問題を解決するツールです。強

力でありながら使いやすく、テスト計画の管理、テストの実行、具体性のあるバグの登録、およびバ

グが修正されたことの検証をサポートします。また、テスト作業のさまざまな面についてレポートを

作成することもできます。これらのツールは Team Foundation Server 2010 (TFS) と密接に統合されてい

るため、TFS の機能を活用することにより、要件から、テスト ケースとバグ、さらにコードまでを完

全にトラックできます。さらに、データ ウェアハウスと分析キューブを使用した高度なレポート機

能も用意されています。ここでは、テスト担当者の効率性がどのように向上するのかを説明します。 

Microsoft Visual Studio Test Professional 2010 の中核となるツールが、Microsoft Test Manager (Test 

Manager) です。Test Manager を使用することにより、テスト チームはテスト計画、テスト スイート、

テスト ケース、さらに個々のテスト実行結果を詳細に管理できるようになります。Test Manager は、

Visual Studio を必要とせず、Team Foundation Server 2010 に接続でき、テスト作業が開発プロセスに直

接統合され、開発者とテスト担当者の間のコミュニケーションが容易になります。テスト担当者は、

この Test Manager を使ってテスト ケースを実行し、バグを登録し、バグ修正を検証します。Test 

Manager により、テスト担当者は具体性のあるバグをいっそう効率的に登録できるようになります。 

さらに、Test Manager の最新の軽快なインターフェイスでは、テストの計画から、実行、トラックま

でのワークフローに対応した効率的なデザインが採用され、各自が頻繁に使用するタスクに集中する

ことができます。図 1 は、Test Manager の「計画」モードの画面です。 

 



 

 

 

図 1 – テストの計画、実行、トラックのワークフローに対応した Microsoft Test Manager 2010 のインターフェイス 

具体性のあるバグを登録するには、どうすればよいでしょうか。開発者の観点から言えば、バグの発

生に至る過程で、テスト担当者が何を行ったかを明確にすることが非常に重要です。開発者は、アプ

リケーションに入力されたデータ、テストが実行された環境の詳細、テストの対象とされたソフト

ウェアのビルドを知る必要があります。これらの情報をすべて手動で入力すると、時間がかかるうえ

にミスも生じやすくなります。これが、従来の手法でうまくいかない理由の 1 つです。Test Manager 

を使用すれば、情報が自動で記録されるため、この作業をプロセスに含める必要がなくなります。図 

2 に、Test Manager で登録された、バグの再現手順を示します。 

 

 

 

 

 

図 2 – Test Manager 2010 で登録されたバグの再現手順 

これにより、開発者は、どのテスト ケースが実行されたのか (バグはテスト ケースにリンクされてい

ます)、どの手順が正常終了し、どの手順が失敗したのかを正確に知ることができます。さらに、こ

のテスト ケースの中ではビデオが記録されています (ビデオ記録はテスト担当者が使用できるデータ 

コレクターの 1 つにすぎません)。ビデオはエラー発生時点までの時間を示したリンクとして提供さ

れ、これにより開発者は失敗した現象をそのまま見ることができます。また、テスト担当者は、エ

ラーの発生に関係する特定の手順に関連するスクリーンショットを取得して添付することもできます。 

図 3 – バグの再現手順 (続き) 



 

 

テスト担当者がバグを登録すると、開発

者はデータ コレクターによってバックグ

ラウンドで収集された詳細情報を参照で

きます。たとえば、図 4 では、テストが実

行されたシステムに関する情報が示され

ています。 

この情報が十分でない場合は、各自の組

織またはテスト プロセスにとって重要な

情報を収集する追加のデータ コレクター

を作成できます。データ コレクターには

高度な診断機能があるので、単純な拡張

メカニズムを使って対象マシンから必要

なあらゆる情報を取得できます。  

Test Manager は、IntelliTrace™ と呼ばれる

新機能も提供します。この機能は、テス

トしているアプリケーションのデバッグ 

セッション全体を記録します。これを使用することで開発者はテスト セッションを厳密に再現でき、

アプリケーションを実行せずにコードの動きを調査することができます。開発者は、バグとして登録

された最終結果を確認できるだけでなく、IntelliTrace™ のログで、テスト実行中のすべての変数のす

べての値と、スローされたすべての例外を確認できます。 

このプロセスをさらに改良するために追加されたツールが Lab Management です。Lab Management は、

仮想化テクノロジを使って、複雑な仮想環境のセットアップや破棄、クリーンな状態の復元を高速に

実行します。このツールは、バグが再現しないという問題の解決策として、情報豊富なバグ報告を作

成することを可能にします。このバグ報告には、複雑な環境でバグを再現するときに使用するチェッ

クポイントへのリンクが含まれます。開発者はボタンを 1 回クリックするだけで、バグが発見された

環境と完全に一致する仮想環境を起動できます。さらに、Lab Management は、自動ビルド機能を大

幅に拡張し、仮想マシンのプロビジョニング、ビルドの展開、およびビルドの検証を統合された方法

で自動化することもできます。このような方法は、チームが変更を快く受け入れ、これまでにない厳

しい要求にも迅速に対応することを可能にします。 

 

 

 

図 4 – バグ報告の一部として自動的に取得されるシステム情報 



 

 

手動テストの高速実行機能は、再実行時に、以前に記録された手動テストのアクション ログを使用してテ

スト ケースの適切な箇所まで進み、そこから検証手順を再開することを可能にします。テストを再実行する

ときに、ユーザー操作は必要ありません。手動テストの高速実行機能は、アプリケーションが反応できる最

大限の速度でテスト ケースを再実行します。 

前に述べたように、テスト担当者はバグ修正の検証や回

帰テストの実行の必要性から、同じ箇所を何度もテスト

することに膨大な時間を費やしています。Test Manager 

を使用すると、この時間を減らすことができます。効果

と効率を高めるための 2 つの重要な機能として、「手動

テストの高速実行」機能と「テスト影響分析」機能が用

意されています。これらの機能は、修正されたバグを検

証するための再実行を可能にし、それにかかる時間を削

減し、テスト担当者が一定の時間内により多くのバグを

検証できるようにします。 

Test Manager では、Microsoft テスト ランナーを使用す

ることにより、データドリブン型のテスト  イテレー

ションを初回の実行時に簡単に記録できます。記録され、

データ連携されたこれらのアクションは、後から、手動テストの高速実行機能を使って実行を再現す

るときに使用されます。この機能は、必要な箇所にすばやく到達するための強力な機能です。 

開発者は、バグ修正時に意図せず新たなバグを作ってしまう場合があります。こうした可能性を考慮

したとき、テスト担当者はテストすべき箇所をどのように判断すればよいでしょうか。ここで役立つ

のが、テスト ツールと開発ツールの統合による「テスト影響分析」(TIA) 機能です。この機能を使え

ば、再実行すべきテストの判断に何時間または何日も費やす必要はありません。テスト担当者は、

コード変更のために再実行が推奨されるテストの

リストを簡単に入手でき、どのビルドでどのバグ

が修正されたのかを知ることもできます。新しい

ビルドを使用するタイミングも的確に判断できる

ようになり、時間と労力を大幅に削減できます。 

アプリケーションの品質レポートの作成は簡単な

作業ではありません。その主な原因として、一般

的に、コード、テスト結果、要件が単一のシステ

ムに統合されていないことが挙げられます。

テスト影響分析 (TIA) 機能は、全テストの中

で、どのコードが実行されたかをテストごとに

認識しています。基となるコードに変更が加え

られると、TIA は以前にそのコードを実行した

ことのあるテスト (およびテスト ケース) を特定

します。これにより、テスト担当者はテスト 

ケースのリスク分析を行い、回帰テストで使用

するテスト ケースを判断して優先順位を決定す

ることができます。この機能は、手動テスト、

自動テスト、単体テストに適用されます。 

図 5 – 手動テストの高速実行用に取得される、 

データ連携されたテスト イテレーション 



 

 

Visual Studio Test Professional 2010 は、これらのデータを統合管理できるという利点とマイクロソフト

のビジネス インテリジェンス (BI) ツールを存分に活かし、アプリケーション全体の品質を把握できる

包括的なダッシュボードを、組み込み機能として提供します。さらに、SharePoint の機能を活用すれ

ば、情報を定期的に確認する必要のある関係者にこうしたレポートを公開することもできます。失敗

したテストと成功したテストの個数、登録されたバグの個数などを示すレポートは標準として用意さ

れています。アプリケーションの品質に関する標準レポートは 15 種類用意されていますが、データ

を統合して多角的な情報を提供する "ストーリーの概要" レポート (図 6) は、非常に魅力的なレポート

の 1 つです。 

 

このレポートは、テストの状態と一緒に、システムの個々の要件、その要件に対して登録されたバグ

の個数、バグの状態、要件への対応状況などを関連付けて表示します。ユーザーは、要件ごとに、テ

スト ケースの個数、そのうち実行済みの個数、正常終了した個数、失敗した個数を一覧でき、さら

にその要件のバグの未解決の個数、解決済みの個数、完了した個数もひと目で確認できます。これら

のレポートを、ビルドやコード変更に関するレポートと組み合わせれば、アプリケーション品質を包

括的に把握することができます。こうしたレポートによって、テスト担当者はテスト作業において労

力を割くべき箇所を的確に判断できるようになり、アプリケーションの品質向上にテストが非常に大

きな効果を発揮できるようになります。 

図 6 – テスト レポートの例 



 

 

まとめ 

Microsoft Visual Studio Test Professional 2010 は、テスト担当者が少ない労力でより大きな成果を上げる

ことを可能にします。テスト担当者は、行うべきテストに集中でき、バグを発見したときには、提供

される各種のツールを使って具体性のあるバグを登録することができます。開発者とテスト担当者が

やり取りを繰り返す手間が減り、コミュニケーションが円滑化され、究極的に生産性が向上します。

また、バグ報告の記述、修正されたバグの検証、回帰テストで実行すべきテストの判断など、これま

でテスト時間の多くを占めていた作業が大幅に軽減されます。その結果、テスト担当者は、探索的テ

ストを実行したり、アプリケーションのさらに広い領域をカバーするためにテスト ケースを追加す

るなど、複雑な作業にこれまでより多くの時間を割けるようになります。Microsoft Visual Studio Test 

Professional 2010 の導入により、顧客に高品質なアプリケーションを提供するためにテスト担当者が

果たす役割はこれまでになく大きくなるでしょう。 


