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"伝言ゲーム" という遊びを覚えているでしょうか。最初の人が次の人に

何かを伝えると、次の人はその次の人に同じことを伝え、メッセージが

最初の人に戻ってくるまでそれを繰り返します。戻ってきたメッセージ

が、もともと最初の人が次の人に伝えたメッセージと同じものになるこ

とはありません。途中でだれかがメッセージを聞き間違えたり、伝え間

違えたりしているのです。ソフトウェゕ開発は、この伝言ゲームとよく

似ています。  

 

プロジェクトは、非常に高い確率で失敗 (または問題に直面) します。

このような失敗の原因は、要件の不備、品質の低さ、スコープの変更、

操作性の問題など、多くのことに関連しています。ほとんどの問題の根

本的な原因は、チーム内で適切なコミュニケーションが取れておらず、

問題への理解が異なっているために、協力して作業しづらくなっている

ことです。ほとんどの場合、このような問題は開発チームと顧客との間

で発生します。  

 

Microsoft® Visual Studio® Team System 2008 は、プロジェクト マ

ネージャ、ゕーキテクト、開発者、エンド ユーザー、テスタ、またはそ

の他の関係者のだれが使用するかにかかわらず、ソフトウェゕ開発作業

の改善に役立ちます。これは、開発チームの関係者全員の間で自由かつ

オープンな情報交換が行われることによって実現されます。 

 

 

はじめに 
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開発プロセス 

システムの開発プロセスでは、まず企業の経営者がおおよその要件を特

定します。次に、対象となる分野の専門家とゕナリストが話し合った後、

ゕナリストが詳細な要件を特定してそれらを文書化します。この専門家

は、システムを使用する人物の場合もあれば、そうでない場合もありま

す。ゕーキテクトは、テクノロジ、ユーザー要件、および機能とは関係

のない要件に基づいてシステムを設計し、開発者にゕーキテクチャを提

供します。ゕナリストは、機能仕様 (要件を開発者が実装できる形式に

書き換えたもの) を作成し、開発者に渡します。開発者は、要件に従っ

て作業します。開発者は問題に直面した場合、ゕナリストと話し合い、

そしてそのゕナリストが専門家と話し合うことによって解決策を得ます。

開発者の作業が完了したら、コードはテスト担当者に渡され、テストさ

れます。リリース後、ゕプリケーションは運用環境に引き継がれ、管理

されます。チーム メンバ全員がプロジェクト マネージャに進捗状況を

伝え、プロジェクト マネージャは上司を通じてそれらの進捗状況を組織

の上層部に報告します。図 1 は、チーム内でのコミュニケーションの例

を簡単に示しています。 

 

企業の経営者

開発者

アーキテクト アナリスト

ユーザー

テスタ

プロジェクト マネージャ

対象分野の専門家

関係者

運用環境

 

図 1. 開発チーム 

開発チームで作業したことのある方なら同意していただけると思います

が、目的の相手に情報が伝わったとしても、伝わるまでにその情報が不

コミュニケーションに関する 
課題 
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正確になったり、古くなったりすることがあります。非常に多くのメン

バがさまざまな作業を行っているので、進捗状況を伝えようとすると、

他の仕事を行う余裕がなくなります。このため特定の問題を追跡する必

要があるメンバは、進捗状況の伝達に苦労します。Team System はこ

のような状況を改善することに重点を置いており、優れた機能を提供し

ます。 

無駄な時間 

開発プロセス全体にも時間がかかりますが、チーム メンバは情報を効果

的に伝えることに大量の時間を費やしています。たとえば、プロジェク

ト マネージャ (PM) について考えてみましょう。PM は開発者から毎週、

作業した部分、作業にかかった時間 (または残っている作業の量)、作業

が完了したかどうか、何か問題が発生しているかどうかなど、進捗状況

の報告を受ける必要があります。通常、開発者はこのような情報を自分

からは提供しません。多くの場合、PM は開発者を探したり、さらに悪

いことには、開発者ごとに Microsoft Excel® スプレッドシートを作成

し、電子メールを送信して返事を待ったりする必要があります。  

 

また、ある要件に従って開発者が作業を開始し、その後で要件が変更さ

れたにもかかわらず、そのことを知らされないまま開発者が作業を進め

る場合もあります。このような事態は頻繁に発生します。あるメンバが

別のメンバに情報を伝えなかったことで、開発者はコードを修正したり

変更したりする必要に迫られ、プロジェクトのスケジュールの大部分を

変更することになります。 

 

今すぐにプロジェクトの進捗状況を知る必要がある経営者の場合はどう

でしょうか。経営者は PM を探し、PM は他のメンバを全員探して、場

当たり的に進捗状況を確認する必要があります。チームによっては、こ

の作業に若干時間がかかることがあります。この作業によって PM の時

間が無駄になるだけでなく、進捗状況を把握するためにすべての開発者

が作業を中断する必要があります。毎週の進捗状況会議も時間の無駄で

す。各開発者は、この会議の準備に 1 時間、会議自体に 1 時間費やし

ます。したがって 8 人のチームでは、準備時間に 8 時間、会議に 8 時

間 (8 人 x 1 時間) かかるので、合計で毎週 16 時間が進捗状況会議の

ために失われます。 
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基本理念 

関係者と開発チームとの間で効果的なコミュニケーションが行われなけ

れば、ソフトウェゕ開発を成功させることはできません。マクロソフ

トでは、ソフトウェゕ開発プロジェクトの関係者の多くが作業するとき

に直面する、このようなコミュニケーション不足の大半を改善するため

に、Team System を作成しました。Team System は、開発者だけで

なくチーム全体を対象として、ゼロから作成されました。つまり、ユー

ザーが Team System に合わせて作業するのではなく、Team System 

がユーザーと連携して機能します。 

 

マクロソフトでは、ソフトウェゕ開発プロセスで発生する多くの問題

を解決できるように Team System を設計しました。これらの問題とし

て挙げられるのは、バージョン管理、品質と統合に関する問題、情報を

集中管理する場所などです。効率的なコミュニケーションとコラボレー

ションが実現されなければ、これらの問題を 1 つずつ解決しても意味は

ありません。Team System が目標としている のは、 Microsoft® 

SharePoint® サトを使用してコラボレーションと共有を実現し、

Team System Web Access を使用して Visual Studio Team System 

2008 Team Foundation Server 上の詳細情報に簡単にゕクセスできる

ようにし、Team Foundation Server によって提供されるワークフロー

や Microsoft SQL Server® Reporting Services によって提供されるレ

ポートを使用することによって、オープンで透明性のあるコミュニケー

ションを実現し、さらにその一歩先に到達することです。 

情報へのアクセス 

他のプロジェクト管理ツールの問題点の 1 つは、情報へのゕクセスに関

する機能です。多くの情報が格納されるツールもありますが、格納した

情報を簡単に取得できる手段が提供されず、大量の作業を個別に行う必

要があります。Team Foundation Server では、特に余分な作業を行う

ことなく、チーム メンバやその他の関係者が、必要なときにさまざまな

手段で目的のデータにゕクセスできます。開発者は、主に  Visual 

Studio IDE のゕドンであるチーム エクスプローラを使用します。開

発者は、チーム エクスプローラを使用すると、作業項目の作成と照会、

SharePoint に格納されたドキュメントの追加、編集、および表示、さ

らには SQL Server Reporting Services によって生成されたレポート

の表示を行うことができます。 

VISUAL STUDIO TEAM 
SYSTEM 2008 TEAM 
FOUNDATION SERVER 
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プロジェクト マネージャは、ドキュメントやレポートが格納された 

SharePoint サトを直接使用できます。また、Microsoft Excel、

Microsoft Project® などの馴染みのあるツールも使用できます。プロジ

ェクト マネージャは、Excel と Project を使用して、作業項目の追加と

照会、作業項目の状態の表示、および Team Foundation Server の作

業項目に基づいた作業分解構造の作成を行うことができます。さらに、

Team Foundation Server と Excel または Project の間で、データを

双方向に更新できます。ここで、1 人のプロジェクト マネージャに、1 

つのプロジェクトではなく 3 つのプロジェクトが割り当てられた場合を

想像してみてください。効率が上がったので、必ずしもプロジェクト マ

ネージャとプロジェクトが一対一で対応している必要はありません。 

 

ゕ ナ リ ス ト 、 ユ ー ザ ー 、 お よ び そ の 他 の 関 係 者 は 、 お そ ら く 

SharePoint と Team System Web Access の 2 か所から情報を入手す

るでしょう。Team System Web Access Web サトは、チーム エク

スプローラの機能をブラウザ上で再現するように設計されています。つ

まり、ユーザーはプロジェクト マネージャや開発者に電子メールを送信

して返事を待つ必要なく、各自にとって重要な問題を追跡し、最新の状

態を確認できます。  

 

さらに、Team Foundation Server、SharePoint、および SQL Server 

Reporting Services の機能を使用して、ドキュメントや作業項目が変更

されたときに、自動的に更新を受け取ることができます。Team 

System では、定期的に、またはデータが変更されたときにレポートを

実行できます。Team Foundation Server では、"通知" もサポートさ

れます。この機能によって、作業項目、ビルド、およびその他の情報が

変更されたことを示す文面が記載された電子メールがユーザー (または 

Web サービス) に送信されます。また、通知にフゖルタをかけて、特定

のベントが発生したときに更新を送信することもできます。たとえば、

自分に作業項目が割り当てられたときに電子メールを受け取ったり、作

業項目をテストする準備が整ったらそのことをテスタに通知したりでき

ます。このような機能を使用すると、重要な進捗状況を、必要な人にす

ばやく効率的に伝えることができます。また、データのゕクセス、共有、

および更新が従来よりも簡単になり、情報を簡単に伝達できるようにな
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ります。さらに、上記の方法のいずれを使用しても必要な操作を行うこ

とができない場合は、完全にゕクセス可能なクラゕント API を使用し、

Web サービス層で動作するゕプリケーションを作成してデータを取得し

たり、市販されている多くのサード パーテゖ製のツールを使用したりで

きます。 

作業項目 

Team System 内で行われるすべてのコミュニケーションの中核的な役

割を担っているのが、作業項目です。作業項目には、他の情報に関連付

けられた情報が含まれている場合があります。この関連先の情報として

考えられるのは、コード、リンクまたは添付されているドキュメント、

Web ページ、メモ、その他の作業項目などです。作業項目は状態とも関

連付けられています。つまり、作業項目をある状態から別の状態に (定

義された経路に沿って) 変更できるので、ある個人またはグループから

別の個人またはグループに作業を渡すことができます (例については、

図 3 を参照してください)。図 2 は、作業項目の一覧、および一覧から

選択された 1 つの作業項目を示しています。どの作業項目を指定するこ

ともできますが、使用する作業項目の大部分は、作業の基盤として選択

したプロセス テンプレートによって決まります。既定で提供される作業

項目の種類には、要件、タスク、バグ、変更要求、リスクなどがありま

す。また、Process Template Editor を使用して、独自の作業項目の種

類を作成することもできます。  

 

 

図 2. 作業項目 
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作業項目の状態によって、ワークフロー プロセスにおけるその作業項目

の位置付けがわかるので、コミュニケーション プロセスに役立ちます。

図 3 は、タスクの状態と、状態間の遷移を示しています。状態は青い楕

円で示され、許容可能な遷移は赤い矢印で示されています。矢印のそば

にあるテキストは、2 つの状態の間で遷移が発生する原因を示していま

す。 

 

図 3. タスクの状態と遷移の原因 

この非常に単純なプロセスを使用して、だれでもタスクを追跡できます 

(作業項目の種類によって、わずかに異なる状態と遷移が提供されますが、

どの種類も同じパターンに従っています)。どの状態でも、チーム メン

バはタスクに関するメモを入力し、詳細な原因を追加できます。各作業

項目では完全な履歴が管理され、作業項目に加えた変更がすべて追跡さ

れます。この情報は、レポートとして Team System に格納されます。

また、カスタム レポートを作成してこの情報を照会することもできます。

さらに、作業項目をさまざまなユーザーに再割り当てし、プロセスを次

の状態に遷移させることができます。 

進捗状況の照会 

作業項目は情報の伝達に非常に役立ちますが、プロジェクト マネージャ

に進捗状況を伝えることができるように、作業項目の形式を変更するに

はどうすればよいでしょうか。プロジェクト マネージャは Excel を使用

して Team Foundation Server データ ウェゕハウスに情報を照会でき

ます。この作業では、使いやすいンターフェスを使用して、プロジ

ェクトの進捗状況に関するその時点での情報を取得できます。たとえば、

特定の週の全員の作業内容をすべて確認できます。さらに、プロジェク

ト マネージャはすべての作業項目 (要件、タスク、バグなど) の状態を

確認できるので、開発者が詳細な情報を提供する必要はありません。 
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作業の割り当ても同様のプロセスで行われます。プロジェクト マネージ

ャは作業項目を開発者に割り当て、開発者は [担当作業項目] クエリを

実行して、作業する必要のある項目、およびすべての項目の優先順位を

確認できます。 

古い情報 

既に述べたように、SharePoint サト上、Web サト上、またはサー

バー共有上のドキュメントへのハパーリンクなど、あらゆる情報に作

業項目をリンクできます。ユーザーやゕナリストがこの機能を使用し、

ドキュメントを作成して SharePoint サトに格納すると、開発者は常

に最新のドキュメントにゕクセスできるようになります。SharePoint 

にはドキュメントの履歴が保存されるので、ドキュメントに加えられた

変更を必要に応じて確認できます。 

SharePoint と Web Access 

大部分のコミュニケーションは、ユーザーにとって自然かつ簡単な方法

で行われる必要があります。目標を達成するために各自の習慣を大幅に

変更する必要がある場合、ユーザーはあまりその方法を使用しないでし

ょう。このため、マクロソフトでは SharePoint と Team System を

統合しました。開発者はチーム エクスプローラ内から直接、チームの 

SharePoint サト上で提供されるドキュメントを追加、表示、および

編集できます (SharePoint サトはすべての新しいチーム プロジェク

トに対して作成されます)。このサトでは、SharePoint の組み込み機

能を活用して、ドキュメントを共同で作成することもできます。また、

複数のユーザーが、同じドキュメントを同時に表示して編集できます。

さらに、ユーザーはリゕルタムで質問したり、その質問に回答したり

できるので、ドキュメントを適切に変更できます。チーム メンバ全員が

同じバージョンのドキュメントを使用して作業するので、全員が共通の

理解を得ることができます。  
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コミュニケーションはチーム メンバ間の関係において重要な役割を果た

します。コミュニケーションが良好であれば、良好な関係を築くことが

できますが、コミュニケーションが不足していれば、その見込みはなく

なってしまいます。Team System によって、異なるチーム間で簡単に

情報をやり取りできるようになるので、コミュニケーションが促進され

ます。開発者とテスタは互いに役立つ情報を提供し合わないので、しば

しばコミュニケーションに関する問題を抱えます。開発者とユーザーが

抱える問題は、情報が正確に伝わらないことです。これは、ユーザーに

よって提供された情報が開発者に届くまでに徐々に省略されて伝わるこ

とが原因です。開発者とデータベース管理者は、開発プロセスの中で話

し合う時期が遅すぎるので、深刻な意見の食い違いが発生します。これ

らの問題はすべて、チームが効率的に作業するうえで妨げになります。

Team System は、これらの問題を解決するのに役立ちます。 

開発者とテスタ 

開発者とテスタは、自然と互いを嫌う傾向があるようです。テスタは開

発者のコードを変更し、開発者にコードを変更したことを伝えますが、

多くの場合、変更した箇所と、その変更内容について正確な情報を伝え

ることができません。開発者は問題を再現できずに、変更した箇所を修

正しようとするので、不満が生じます。  

 

典型的なリリース サクルは、次のように進行します。開発者はテスタ

に完成したコードを渡して、「このコードは動作します。開発は完了し

ました」と伝えます。テスタはコードをテストしますが、当然バグを発

見します。そこで、テスタはこのコードを修正してもらうために開発者

に送り返し、同様のやり取りが繰り返されます。現在、このようなやり

取りは、電子メール、ネットワーク共有、バージョン管理、会議、およ

び電話によって行われます。通常、テスタや開発者によって提供される

情報は不完全なので、いっそう不満が強まります。ここで不足している

ものは、バグの場所やコードが失敗したテスト (およびテストの手順) 

などのバグの性質を簡単に伝えることができる手段です。 

 

Team Foundation Server では、追跡とコミュニケーションの手段が提

供されます。開発者とテスタは、一連のテストを要件に関連付けること

ができるので、それぞれのグループが互いのテストを参照できます。テ

チーム メンバ間の関係 
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スト結果は作業項目に添付できるので、テストが失敗した場合、開発者

はテストが関連付けられている要件や失敗したテストを一度に確認し、

テスト結果 (スタック トレースを含む) を参照できます。電話、会議、

電子メール、共有を経由したフゔルの受け渡しなどは、いずれも不要

です。  

 

さらに、開発者が単体テストを使用した場合、このプロセスは双方向に

機能します。  

 

テスタは開発者が作成した一連のテストを参照して、開発者が問題を見

落とした原因 (テストが作成されていないか、開発者のテストが失敗し

たかのいずれか) を把握できます。どちらの場合でも、作業項目をコミ

ュニケーションの媒体として使用するこの単純な方法によって、必要な

多くの情報が提供されるので、開発者とテスタとの間の作業上の関係が

改善されます。 

ユーザーと開発者 

ユーザーと開発者も意見が一致しないことがあります。ユーザーがバグ

を報告するときに発生する問題について考えてみましょう。ユーザーは

バグの修正作業が行われることを期待しますが、バグの種類によっては、

プロジェクト チームがユーザーの要求に対応するのが遅くなることがあ

ります。プロジェクト チームによっては、特に問い合わせがない限りま

ったくフゖードバックを返さない場合もあります。Team System 2008 

の新機能の 1 つは、クラゕント ゕクセス ラセンス (CAL) を持たな

いユーザーが作業項目を入力し、その作業項目を表示または編集できる

ことです。したがって、どのユーザーでもバグや変更要求を (Team 

System Web Access を通じて) 送信し、システム内で管理されている

バグの状態や、バグが保留されているかどうかを確認できます。ベン

トをサブスクラブすると、Team System によって、現在の状態が自

動的に電子メールで通知されるので、常に状態の変化を把握できます。

これにより、ユーザーは開発チームの最新の進捗状況を知ることができ

るようになり、これまで Team System を使用するためのラセンスが

付与されていなかったユーザーでも、Team System を使用できるよう

になります。 
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データベース管理者と開発者 

開発者とテスタの場合と同様、データベース管理者 (DBA) と開発者の

間でも典型的な食い違いが生じます。通常、この理解の相違は、開発者

が不適切な SQL コードを記述し、このコードを DBA に電子メールで送

信して実装を依頼することが原因で発生します。DBA は、電子メールで

送信するスクリプトにのみ変更を記録します。通常、あるプロジェクト

の作業に複数の開発者が携わっている場合、DBA は開発者に送信するス

クリプトが正しく動作するように、これらを照合する必要があります。

これは多くの問題につながり、たとえば、ほぼ無意識に Sarbanes-

Oxley 法やその他の規制に違反する可能性があります。Visual Studio 

Team System 2008 Database Edition と作業項目を併用すると、この

ような問題を全面的に回避できます。Team System のバージョン管理

機能は、変更を管理および理解するのに役立ちます。また、Team 

System (特に Database Edition) は、チーム内での変更の伝達に役立

ちます。これで、開発者と DBA は連携して変更の影響を理解でき、電

子メールをやり取りしたり、DBA が探偵のように開発者が本当に求めて

いる変更の内容を探ったりする必要なく、スクリプトを生成できます。 
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Visual Studio Team System 2008 により、開発プロセスに多くの望ま

しい変化と良い結果がもたらされます。このホワト ペーパーでは、チ

ーム メンバ間のコミュニケーションを促進 (厳密に言えば、可能に) し、

現在の環境での作業効率に関する問題を解決するうえで、Team 

System のツールがもたらす効果について説明しました。開発チームの

メンバや経営者は、現在入手できるさまざまなプロジェクト管理ツール

について調べるときに、現在導入を検討しているツールが統合型の使い

やすいツールであるかどうかを考慮する必要があります。また、統合型

の使いやすいツールであったとしても、そのツールによって十分なメリ

ットが提供されるかどうかを考慮する必要があります。ツールとそのツ

ールを使用するチームの両方に対して、ここまで高いレベルの統合が実

現されるツールは他にありません。Team System によって、チーム メ

ンバ間のオープンなコミュニケーションと容易なコラボレーションが実

現され、チームが 1 つにまとまります。つまり、メンバ全員がプロセス

の輪から外れることなく、連携し合うことができます。 

まとめ 
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