
 

開発プロセス全体への視点を欠いたままや組織の壁を越えられないまま、開発プロセス

を部分的に最適化することが多くあります。とりあえず手の届く範囲で成果を上げよう

とするアプローチで、良い効果が得られる場合もありますが、このような「木を見て森

を見ず」の状態から一歩超えて、プロセス全体に注目することによって大きな成果を得

ることができます。 

Visual Studio 2010 と Team Foundation Server 2010 は、最初から最後までのプロセス全体

の可視性、情報の透明性を実現し、一部のチームだけでなく組織全体に影響を与え、開

発プロジェクトそのものを成功に導きます。 
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なぜ、開発のプロセスが重要なのか 

プロセスという言葉は、どういうわけか、なかなか終わらない仕事という意味で使われるようになっ

ています。果てしなく続くドキュメントや細かい作業をプロセスと称し、忙しく働いたはずなのに生

産的なことはしていなかったという一日もあることでしょう。このような状況は、解決すべき問題を

中心に置いていない形骸化されたプロセスに原因がある可能性があります。適切なツールを使って行

われるシンプルなプロセスなら、作業の負荷を軽減し、効率性、品質、可視性を高め、最終的に顧客

満足度の向上につなげることができます。Visual Studio 2010 は、プロジェクトのスケジュール、予算、

品質すべての面で予定どおりに遂行できるようにチームの助けになるアプリケーションです (これは、

決してチームの手間を増やすものではありません)。Visual Studio 2010 はソフトウェア開発プロセス全

体に良い効果をもたらすさまざまな改善を実現するために、部門やプロジェクトにまたがって開発の

共通基盤として使用することができます。このプラットフォームの中心にあるテーマは、チーム内の

壁を越えて、効率的かつ効果的なコミュニケーションを促進することにより、開発プロセス全体を効

率化することにあります。 

統合ソリューション 

チームの作業速度を低下させ、手間を増やす原因となる問題の 1 つが、ツールの統合性です。バー

ジョン管理、バグ追跡、プロジェクト マネジメント、アーキテクチャ、テストなど、チーム内では

目的別に数多くのツールが使われています。こういった個別のツールをすべて維持するために、チー

ムは膨大な時間とコストを費やしているのが実状です。それだけでなく、新しい開発者は全部のツー

ル使い方を習得しなければならず、彼らが慣れるまでの時間と労力も考慮しなければなりません。こ

れらのツールはうまく連携しない場合が多く、複数のツールに何度もログインして操作しなければい

けなかったり、データのエクスポートをしてマニュアルで情報をまとめたりしなければなりません。

開発するアプリケーションの OSや .NET、Java などのプラットフォームごとに異なるツールをしてい

るケースもあります。異なるツールが共存できたとしても、インストールするツールの全バージョン

で互換性を確保するのは管理上、厄介な問題であり、絶えずアップグレードに追われる状況になりが

ちです。Team Foundation Server 2010 (TFS) と Microsoft Visual Studio 2010 は、このような問題をすべて

解消することができる統合された環境を構築できる製品群です。 



 

 

 

図 1 – Team Foundation Server 2010 と Visual Studio 2010 ― 統合ソリューションの中枢部 

図 1 に示すように、Team Foundation Server は作業管理、バグ追跡、変更管理、テスト ケース管理、

さらに全体的なプロジェクト マネジメントの機能を持ちます。SQL Server 2008 をバックエンドに置き、

Visual Studio、Microsoft Office SharePoint Server、Microsoft Test Manager、Microsoft Expression Blend と

統合が可能です。Eclipse プラグインの追加により、Eclipse を使用しているチームも Visual Studio 開発

者と同じ機能が使用でき共通のインフラとして活用できます。これら以外のツールとのインテグレー

ションのニーズなどがある場合は、充実したアプリケーション プログラミング インターフェイス 

(API) を使ってアドインを作り、Visual Studio や Team Foundation Server とシームレスに連携させること

ができます。 

作業項目トラッキングの統合 

作業項目の管理では、途中経過や最終的になぜどうなったのかを追跡できることが重要です。TFS に

組み込まれた作業項目トラッキング システムではそれらを実現し、追跡を可能にすることができま

す。作業項目とは、作業を追跡管理するときの基本単位であり、要件、タスク、バグ、変更要求など、

プロジェクトで必要とされるあらゆる種類の成果物を示します。作業項目トラッキング システムを

使用して開発者に作業を割り当てる場合、開発者は自分に割り当てられた作業項目とソースコードを

直接関連付けることができます。 

開発チームの多くは、HIPAA (米国の医療情報に関する法律) や SOX (米国の会計情報に関する法律) な

ど、何らかの法令順守ガイドラインに従って開発しており、監査に備えて作業手順の証跡を残さなけ



 

 

ればなりません。通常この要件を適切に満たすためには、膨大な時間と作業が必要です。しかし 

Team Foundation Server には、その機能が最初から組み込まれています。 

この統合のメリットは、これだけではありません。たとえば、開発者とテスト担当者が、複数の別シ

ステムではなく 1 つのシステムで作業できるメリットがあります。この統合により、TFS ではさまざ

まな情報を多角的にレポートすることが可能です。たとえば、チームは各要件を参照し、既に終わっ

た作業とまだ残っている作業の量、その要件について報告されているバグの個数、実行したテストの

個数を知ることができます。組み込みの "ストーリーの概要" レポート (図 2) は、このような種類の情

報を示します。 

 

図 2 – "ストーリーの概要" レポート 

こういったレポートが利用できるのは、完全な統合システムだからこそです。 

チーム内の壁の解消 

"チーム" とは同じ意味の日本語の単語がないためにカタカナの "チーム" で定着していますが、共通

のゴールを目指して共同作業する人々のグループです。組織内で 1 つのプロセスを効率化しようとす

るとき、チームの他の部分に対する影響を見落とすと、改善によるメリットを 100% 実現できない場

合があります。たとえば、アーキテクチャについて考えてみましょう。世の中には多くの標準が存在

し、アーキテクチャの文書化の方法は数多くありますが、アプリケーション ライフサイクル全体を

通じて適切な文書化を実現できる方法はいくつあるでしょうか。立派なアーキテクチャ図を作成でき

ても、その図が他の人によって参照されることなく、埃を被ったまま放置されるのであれば十分とは

言えません。統合システムの大きな利点の 1 つは、情報を、適切な人が適切なタイミングで利用でき、

しかもその情報の内容が適切であるという点です。 



 

 

Team Foundation Server は、プロジェクト マネージャー、設計担当者、開発者、テスト担当者による

効率的な共同作業とコミュニケーションを支援する統合された情報のリポジトリです。設計担当者は

作業項目にモデルを添付することができます。開発者はシステムのアーキテクチャを調べることでど

のようなものを構築するのかを理解できます。これにより、設計と実装のずれを防ぐことができるだ

けでなく、開発者と設計担当者がやり取りするためのコミュニケーション基盤が提供されます。テス

ト担当者も、開発チームと同様に統合によるメリットを得られます。新しいテスト ケース管理機能

を使用すると、テスト担当者が作成したテスト スクリプトに、開発者もアクセスすることができま

す。また、テスト担当者がバグを登録するときは、バグの原因究明のために開発者が必要とするすべ

ての情報がテスト ケースに添付されます。特定のシステムからデータをエクスポートし、別のシス

テムにインポートする必要はありません。開発者はテスト用の別のシステムにアクセスせずに作業す

ることができます。 

複数システムの使用による悪影響を受けているのは、マネージャーも同じです。マネージャーは各種

のシステムすべてからデータを集めて、1 つの進捗報告書にまとめなければなりません。これでは時

間がかかるだけでなく、不正確になりがちです。TFS の作業項目トラッキングを使用すると、マネー

ジャーはチーム全員の作業内容とその進行状況をほぼリアルタイムで把握できます。だれがどの作業

を完了したのかを、日、週、または月の単位で分析し、現時点で何をしているかを知ることができま

す。電子メールで状況を問い合わせたり、プロジェクト マネージャーが週ごとに何時間も費やして

進捗報告用の情報を収集したりする必要はありません。 

可視化の実現 

多くの組織では、開発チームと顧客の効果的なコミュニケーションに問題を抱えています。頻繁に話

す機会があるにもかかわらず、重要な情報が伝わらない場合が多くあります。また、お客様自身が情

報を手元に持ち理解し簡単に利用できるようにしておくべきところを開発側に頼ってしまうために、

チームが顧客からの質問に対応しなければならず、膨大な時間が費やされることも多くあります。

TFS は SQL Server Reporting Services および Microsoft Office SharePoint Server の統合によって、チームの

手を煩わせることなく、ユーザーからの多くの質問に回答を提示する仕組みを持ちます。図 3 は、

MOSS 2007 の既定のダッシュボードです。このダッシュボードからは、チームがリリース期日を守れ

るかどうかを判別できます。"タスク バーンダウン" グラフおよび "タスクの進行状況" グラフは、必

要な時間および作業量の 2 つの観点でチームの進行状況を示します。"ユーザー ストーリーの進行状

況" は、完了した (顧客に提供する準備が整った) 要件の個数を示します。"7 日間の問題の傾向率" は、

チームが担当している作業量をアクティブ (現在作業中)、解決済み (終わっているけれども未チェッ

ク)、クローズ (完了) に分類して表示します。 



 

 

 

図 3 – SharePoint ダッシュボード 

こういったビューは、開発プロセスのあらゆる側面の疑問に答えることができ、最新で正確な情報を

提供します。このようなレポートを作成するために、チームが週ごとに何時間も費やす必要はありま

せん。どのレポートも必要に応じてカスタマイズ可能であり、TFS が取得するあらゆる情報をレポー

トにすることができます。包括的でかつ詳細なレポートは、プロセス全体の中でどこがボトルネック

なのかも把握することができます。 

ボトルネックの発見と解決 

「開発の期限に間に合いますか？」「間に合わないとすれば、どの部分がボトルネックになっていま

すか？」「開発者もしくはテスト担当者を増員すべきですか？」こういった質問への回答は判断が難

しい場合がほとんどです。最終判断は人間だったとしても、 TFS ではそれに必要な情報が目の前に出

ているので、これらの質問に頭を悩ます必要はありません。図 4 は、最適な遷移と実際の遷移を示す

バーンダウン レポートの例です。 



 

 

 

図 4 – バーンダウン レポート 

チームはこのレポートを見て、プロジェクト開始時からの作業の進捗状況のトレンドを確認し、作業

がいつ完了するのかを予測することができます。この場合、実績を表す線が、最適な傾向を表す線よ

りも急勾配を示し、計画よりも早く作業が進んでいるので、チームは期限を守ることができると判断

できます。この判断はプロセスを開始してほんの 2、3 日という早い段階でも可能です。別のレポー

トから、各要件の進捗もわかるため、チームは必要に応じて開発者またはテスト担当者の増員を判断

することができます。情報が明確に提示されれば、問題への対策をプロセスの早い段階から実施する

ことができます。 

テストと開発間の情報の統合 

多くの組織では、テスト担当者と開発者が組織上、別のグループに分かれていることが、効果的な共

同作業の妨げになっています。その理由の１つとして、開発者はテスト担当者が何をテストするのか 

(テスト担当者が、どのような構造を想定しているのか) を知らないという点が挙げられます。またテ

スト担当者も、開発者が何を作っているのか、テスト用に提出されるまでわかりません。受け入れテ

ストのような最終段階のテストでは共有すべき情報が異なるかもしれませんが、パフォーマンスやセ

キュリティ、構造の脆弱性などの観点で、品質の高い開発のためには開発とテスト間での情報の壁が

命取りになりかねません。 

TFS のテスト ケース管理の新しい機能と Microsoft Test Manager (VS Ultimate および VS Test Professional 

に同梱されています) は、チームの統合に大きな力を発揮します。開発者はテスト担当者が作成して

いるテスト ケースを見ることができます。テスト担当者がバグを登録するときは、バグ情報にテス

ト ケースを関連付け、詳細なトレース ログを直接添付して報告します。このような機能は、開発者

とテスト担当者の共同作業を大きく変えることができます。Visual Studio 2010により、開発者とテス

ト担当者は 1 つのチームとして共同で作業し、効率的かつ効果的にバグを検出、修正することが可能

になります。 



 

 

プロセスの効率化ですべての人にメリットを 

チームのコミュニケーションと共同作業が効果的に行われるようになれば、すべてが良い方向へと動

き出します。スムーズなプロセスは、チームが実施すべき作業の量を減らし、生産性を高めます。使

用するツールの種類を減らし、すべてを 1 箇所にまとめることで、無駄な重複や間接作業をなくし、

効率性を向上させることができます。そしてプロセスの効率化は、単にツールの個数を減らすのでは

なく、ツールを統合することによって大きな効果をもたらします。ツールにはそれぞれ固有の目的が

ありますが、どのツールも同じプラットフォームでサポートされ、必要に応じてだれもが、結果を利

用できるようになっていなければなりません。Team Foundation Server 2010 と Microsoft Visual Studio 

2010 は、必ずプロセスの改善ができるプラットフォームです。 


