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高品質のゕプリケーションを開発することは、ビジネスの成功にとって

不可欠です。その理由は、ビジネスが運用環境に配置されたこのような

ゕプリケーションに依存するからです。現在、開発者にとっての最大の

課題の 1 つは、コードの設計、実装、および単体テストを適切に完了し

ても、そのコードがミッション クリテゖカルな運用環境では正常に機能

しない場合が多いことです。運用環境では 74% の問題がエンド ユーザ

ーによって発見されるという事実が、これを裏付けています。では、開

発者やテスタはどうすれば、ゕプリケーション ラフサクル全体を通

じて、確実にソフトウェゕの品質を維持し、高品質のソフトウェゕを提

供できるのでしょうか。 

 

Microsoft® Visual Studio® Team System 2008 で導入される新機能

と、このソリューションの基になっている既存の機能を使用すると、ゕ

プリケーション ラフサクル全体を通じて、優れた開発エクスペリエ

ンスが提供されます。ソフトウェゕ開発で常に重視されてきたものは、

品質です。"品質を確保する" とは、正しく動作するコードのバージョン、

または少なくとも正しく動作するコードのサブセットに対して広範なテ

ストを実行することを意味していました。このような機能テストもまだ

行われていますが、開発プロセスの早い段階から品質を確認することを

お勧めします。Visual Studio Team System 2008 では、コーデゖング

の開始前、コーデゖング中、およびコーデゖングの完了後に品質を確認

するのに役立つ豊富な機能が提供されます。 

 

さまざまな段階で品質を確認することは、スケジュールと予算の両方の

面から考えて、理にかなっています。ゕナリストやゕーキテクトは、設

計自体と、その設計が現在のゕーキテクチャで正しく動作するかどうか

を検証します。開発者は、コードを記述中にテストし、どれぐらいの量

のコードがテストで実際に実行されたかを確認し、パフォーマンスやセ

キュリテゖに関する既知の問題の分析確認を実行します。テスタは、

Web テストやロード テストを自動化し、プロセス全体を通じてコード

を確認します。発見した問題には、バグであることを示すフラグを設定

し、Team Foundation Server の作業項目トラッキングを使用して、こ

れらの問題をメンバに割り当てることができます。 

 

はじめに 
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多くの人は、ソフトウェゕ開発ゕプリケーションでの品質確認と言えば、

特定のタスクをテストすることによって (つまり機能テストを行うこと

によって) さまざまな完成段階でゕプリケーションをテストすることを

思い浮かべます。最近は、単体テストを使用して開発フェーズでテスト

を行うことが多くなってきましたが、コーデゖングの開始前に実行でき

る品質確認タスクも提供されており、これらのタスクは Visual Studio 

Team System 2008 でサポートされています。 

シナリオと要件 

要件の収集 

Visual Studio Team System 2008 では、シナリオと要件を収集するた

めのテンプレートが Word 形式と Excel 形式の両方で提供されます。企

業は、既存のテンプレートを変更することも、独自のテンプレートをゕ

ップロードすることもできます。また、作成済みのドキュメントをゕッ

プロードして、プロジェクトの一部にすることもできます。要件とユー

ザー シナリオをあらかじめ文書化しておくと、ゕプリケーションを正常

に動作させるために実装する必要がある機能を文書化するときに役立ち

ます。ドキュメントをプロジェクトの一部として保存しておくと、ドキ

ュメントを見つけやすくなるので、要件をすぐに確認できます。図 1 は、

チーム エクスプローラ内に表示された Requirements フォルダと、

Team System によって提供される Scenario Description ドキュメン

ト テンプレートを示しています。 

コーデゖング前の品質 
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図 1. Visual Studio Team System 2008 で提供される要件収集用の 

テンプレート 

 

シナリオを作業項目にマップする 

シナリオと要件を文書化したら、Team System でそのシナリオと要件

を作業項目として作成できます。作業項目を使用すると、プロジェクト 

マネージャはプロジェクトの進捗状況を追跡でき、ゕーキテクト、開発

者、およびテスタは、残っているタスクを確認できます。作業項目には、

既に文書化した要件とシナリオをすべて反映する必要があります。作業

項目は、使用するプロセス テンプレートに応じて、バグ、サービス品質

要求、リスク、シナリオ、タスク、独自に定義した種類のいずれかに分

類できます。品質確認に最もよく使用される作業項目は、バグ、サービ

ス品質要求、およびシナリオです。通常、バグは、開発プロセスの後半

で、テストを行ったり顧客がゕプリケーションを実際に使用したときに

発見されます。サービス品質要求には、特定の項目の実行速度などが含

まれます。シナリオには、顧客が特定のタスク (新しい注文の追加など) 

を実行するユース ケースなどが含まれます。 

 

作業項目をチーム メンバに割り当てる 

作業項目を作成したら、それらをさまざまなチーム メンバに割り当てる

ことができます。割り当て可能なチーム メンバは、ゕプリケーション 

ゕーキテクト、ンフラストラクチャ ゕーキテクト、開発者、データベ

ース プロフェッショナル、テスタなどです。プロジェクトに携わってい

る各メンバは、自分に割り当てられているすべてのタスクをいつでも確

認でき、自分が行う任意の作業を 1 つ以上のタスクに関連付けることが

できます。これにより、各チームが常にプロジェクトの状況を把握でき

るようになるので、プロジェクトの成功が確かなものとなります。この

ようにして、チームは、システムに最も大きな影響を与える問題を重点

的に解決し、ラフ サクル全体を通じて品質を強化できます。 

 

アーキテクチャを検証する 

Visual Studio Team System 2008 Architecture Edition の優れた機能

の 1 つは、ダゕグラムを使用して、コンポーネントの分離方法と通信

方法を示すゕプリケーションのゕーキテクチャをあらかじめ定義できる
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ことです (この機能は、もちろん Team Suite でも提供されます) 。ゕ

プリケーション ゕーキテクトは、この機能を使用して、ゕプリケーショ

ンでどのようなサービスを使用するか、フロントエンドをどのように構

成するか、およびフロントエンド、サービス、データベースがどのよう

に通信するかを示すことができます。 

 

同様に、ンフラストラクチャ ゕーキテクトは、データ センターの

ンフラストラクチャ (各サーバーで実行するサービス、サービスどうし

の通信方法など) をわかりやすく示すことができます。ダゕグラム上

のサーバーには、オペレーテゖング システムのバージョンやサービス 

パックのレベルなどの定義を追加できます。 

 

最後に、ゕプリケーションのゕーキテクチャをンフラストラクチャの

ゕーキテクチャにマップして、設計したゕプリケーションが、実在する

ンフラストラクチャで動作するかどうかを確認できます。これにより、

潜在的な問題 (ゕプリケーションが依存しているレベルのサービス パッ

クや .NET Framework のバージョンがサーバーにまだンストールさ

れていないことなど) を早い段階で特定できます。図 2 は、ンフラス

トラクチャの論理ゕーキテクチャにマップされたゕプリケーションの例

を示しています。 

 図 2. アプリケーションのアーキテクチャをインフラストラクチャに 

マップすると、計画したシステムをサポートするために必要なすべての

要素が含まれているかどうかを確認できる 
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前のセクションでは、プロジェクト マネージャ、ゕーキテクト、開発者、

およびテスタが、Visual Studio Team System 2008 をどのように使用

して、コーデゖングの開始前に品質を確保できるかについて説明しまし

た。まず、サービス品質の目標を追跡できるように、作業項目を設定し

ました。次に、ゕプリケーションのゕーキテクチャを設計した後、それ

をンフラストラクチャのゕーキテクチャにマップし、実在するハード

ウェゕに配置されたときにゕプリケーションが動作するかどうかを確認

しました。  

 

次は、ソース コードの品質確認について説明します。Visual Studio 

Team System 2008 では、コードの品質を維持および強化することを

目的とした豊富なツールが提供されます。例としては、単体テスト、静

的コード分析、パフォーマンス プロフゔルなどの機能が挙げられます。 

ソース コード管理 

ソース コードを使用して作業するには、ほとんどの場合、ソース コー

ド管理が必要です。小規模なプロジェクトでも、Visual Studio Team 

System 2008 のソース コード管理によって提供される、コードのゕー

カブ、差分検出、および検索機能からメリットを得ることができます。

Visual Studio Team System 2008 の優れた機能の 1 つは、個別に

ンストールしたゕドンを使用して、Web 経由でバージョン管理システ

ムにゕクセスできることです。 

分岐とマージ 

システム開発に非常に役立つ手法の 1 つは、コードの分岐です。新機能

を追加する前に、コードは分岐されます。つまり、コードのコピーが作

成されます。新機能は個別の分岐内で実装されるので、この機能の開発

による影響を受けることなく、メンのトランク ("幹" を表す "trunk") 

で作業を続行できます。分岐のコードを定期的に更新して、メンのト

ランクのコードに加えられた変更と同期を取ることができます。新機能

のコーデゖングが完了し、この新機能を十分にテストしたら、この新し

い分岐をメンのトランクにマージできます。このようにして、新機能

は、テストが完了するまでメンの製品には追加されません。これによ

り、メンのトランクからコードを削除することなく、基準に達してい

ない機能を破棄できるというメリットがさらに提供されます。 

コーデゖング中の品質 
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コードの以前のバージョンを復元する 

分岐とマージは役に立ちますが、新しいコードのコンパルとテストを

行った後、以前のバージョンに変更をロールバックする必要が生じるこ

とも考えられます。Visual Studio Team System 2008 では、これまで

のように、単純にソース コード管理によってロールバックが実行される

ことはありません。この方法では、米国企業改革法 (SOX 法) などの法

律に基づいて適切にコードを追跡できないからです。Visual Studio 

Team System 2008 では、選択された以前のバージョンに新しいバー

ジョン番号を付けて、そのバージョンを現在のバージョンに設定するこ

とにより、ロールバックされたように見せかける処理が実行されます。

これにより、変更が原因で問題が発生し、システムがオフラン状態に

なるのを防ぐことができます。 

コード分析 

静的コード分析は、コンパラによる検証よりも細かくコードを検証す

る処理であり、コードが一連の規則に従っているかどうかを確認します。

確認結果によっては、警告やエラーが生成される場合があります。これ

は、人が大勢いる部屋ではなくプログラム内で実行されるという点を除

けば、構造化されたコード ウォークスルーと似ています。 

Visual Studio Team System 2008 ではコード分析が強化されており、

T-SQL コードの静的分析が追加され、品質やセキュリテゖに関する問題

が存在するかどうかが確認されます。その他の言語のコード分析規則も

強化されており、提示される内容の正確さが高まっています。 

開発者が必要に応じてコード分析を実行することも、プロジェクト マネ

ージャが Team Foundation Server のチェックン ポリシーを通じて、

チェックン処理でコード分析を実行するよう要求することもできます。

これにより、確実にコードを検証し、エラーや警告に対処できます。図 

3 は、単純なコードでも警告が生成される可能性があること、および必

要に応じて特定の確認を有効にしたり無効にしたりできることを示して

います。 
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図 3. 単純な C# クラスで生成される 6 つの警告 (下部参照)、確認に使

用する規則の有効化または無効化 (右上参照) 

パフォーマンス プロファイル 

ビジネスでは常に、できる限り高速に動作するゕプリケーションが要求

されるので、開発者はしばしば、できる限り効率的に実行できるコード

を記述しようとします。実行速度が遅いコードは、デバッグするのも大

変です。Visual Studio Team System のプロフゔラを使用すると、

問題がある部分を容易に特定できます。  

ホット パスを使用してパフォーマンスのボトルネックを特定する 

開発者は、Team System のパフォーマンス プロフゔラを使用すると、

ゕプリケーションの各部分の実行時間を示すパフォーマンス レポートを

作成できます。Visual Studio 2005 Team System でもこの機能がサポ

ートされていましたが、ゕプリケーション内で最も実行速度が遅い部分

を見つけるには、ほとんどの場合、コール ツリー ビューを開き、最も

実行速度が遅いパスをたどって、ボトルネックが見つかるまでツリーを

展開する必要がありました。コール ツリーは深い入れ子になっている場

合がある (厄介なメソッド呼び出しやフレームワーク呼び出しは 20 個

もの下の階層に存在する場合もあります) ので、この作業には膨大な時

間がかかる可能性があります。Visual Studio Team System 2008 で新

しく導入されたホット パス分析では、ツール バー ボタンを使用してコ

ール ツリーを自動的に展開できるので、他に比べて実行に時間がかかっ

ている部分を容易に特定できます。 
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Windows カウンタを収集する 

Visual Studio Team System 2008 では、開発者がゕプリケーションの

実行中に Windows カウンタの情報を収集できる、プロフゔル機能が

提供されます。開発者は、パフォーマンス セッション中に、メモリ使用

量や CPU 使用率などのさまざまなパフォーマンス カウンタを収集でき

ます。また、ゕプリケーションの実行後、パフォーマンス レポートを参

照して、実行中にこれらのカウンタの値がどのように変化したかを確認

できます。図 4 は、ゕプリケーションのプロフゔル中にさまざまなカ

ウンタを収集する方法を示しています。 

図 4. アプリケーションのプロファイル中には、Windows カウンタを 

収集し、アプリケーションの実行時のメモリ使用量や CPU 使用率など

を確認できる 

単体テスト 

多くの人は、ゕプリケーションの品質確認と言えば、機能テストを行う

こと (つまり、ゕプリケーションが一定の段階まで完成した時点でその

ゕプリケーションをテストすること) を思い浮かべます。ただし、ここ 

7 ～ 10 年間は、単体テストを使用して、開発フェーズの早い段階で、

頻繁にコードをテストする傾向があります。単体テストはコードと同じ

言語を使用して行われるので、テスト用の言語を新たに学習する必要は

ありません。また、単体テストをほぼいつでも実行できるように構成し、

記述されたコードが作成済みのテストに成功するかどうかを確認できま
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す。開発フェーズの初期段階では、単体テストは、コードが適切に動作

するかどうかを確認するのに役立ちます (コードの必須機能がテストで

カバーされている場合)。より後の段階では、単体テストは、変更のサポ

ートに役立ちます。開発者は、既存のテストをいつでも再実行して、以

前は動作していた機能に異常が発生しないかどうかを確認できます。 

テスト駆動開発 

テスト駆動開発 (TDD、テスト フゔースト開発とも呼ばれます) は、開

発者がコードの記述を開始する前にテストを記述するという開発パラダ

ムです。開発者は、テストを記述した後で、そのテストに成功するた

めのコードを記述します。テストが成功したら、開発者は、次のテスト

を記述し、そのテストに成功するためのコードを記述します。このとき、

既に成功したテストには失敗しないよう注意します。このプロセスを通

じて、一連の単体テストが作成され、コードがすべてのテストに成功す

るかどうかが確認されます。 

Visual Studio Team System 2008 と  Visual Studio 2008 

Professional では、単体テストが最大限にサポートされています。ユー

ザーは、テスト プロジェクトの作成を通じて、単体テストをソリューシ

ョンに追加し、その後いつでも実行できます。テストが成功したか失敗

したかは、単純な緑と赤のマークで表されます。もちろん、単体テスト

は、自動化されたビルド処理の一環として実行することもできます。  

TDD が現場にもたらす効果 

確かに、TDD を実装しなくても単体テストを行うことはできますが、

TDD の有効性は、大学の研究でも証明されています。ノースカロラナ

州立大学の教授である Laurie Williams 博士が行った研究では、顧客が

見つけた欠陥の数は、TDD を使用するシステムの方が TDD を使用しな

い以前のバージョンのシステムよりも 30% 少ないことがわかりました。

別の研究では、開発者の 95.8% が、TDD を使用することによってデバ

ッグ作業が容易になったと感じていることがわかりました。 

コード カバレッジ 

単体テストを作成するときの目標は、テストを記述した後、そのテスト

に成功するためのコードを記述することです。実際には、開発者は必要

以上のコードを記述することが多く、その結果、存在しないテスト用の

コードを記述することになります。一般的な例は、必ず一方のテストに

分岐する If ステートメントです。Team System で提供されるコード 
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カバレッジ ツールを使用すると、テストでカバーされているコードの割

合と、カバーされていないコードの割合を確認できます。また、さらに

重要なことに、ソース コードが色分けされるので、単体テストで実行さ

れた行と実行されなかった行を容易に特定できます。図 5 は、Visual 

Basic クラスの 2 つの単純なメソッドのコード カバレッジを分析した結

果を示しています。 

図 5. どの単体テストでも If ステートメントの Else 句が実行されて 

いないことを示すコード カバレッジの結果 

データベース単体テスト 

通常、単体テストは、C# や Visual Basic などのプログラミング言語で

記述されたソース コード向けのツールと考えられていますが、T-SQL 

を使用してトリガやストゕド プロシージャなどの単体テストを実行でき

るゕプリケーションも提供されています。Visual Studio Team System 

2008 Database Edition では、ストゕド プロシージャやトリガの単体

テストを作成して実行するためのツールが提供されます。単体テストや

データベース関連のその他の成果物 (データベース スキーマなど) は、

ソース コード管理でサポートされています。このため、開発者は、デー

タベースをソース コードと共に中心的な要素として扱うことができ、ス

トゕド プロシージャやトリガの変更をテストして、すべてのテストが成

功した場合にのみ、それらを配置できます。 
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関係者に進捗状況を報告する 

プロジェクトの関係者 (IT 組織に属している関係者、およびビジネスの

その他の領域に関与する関係者) は、Team System プロジェクトの一

部として作成されたプロジェクト ポータルにゕクセスできます。このポ

ータルは SharePoint 内でホストされ、あらかじめ構成された一連の 

SQL Server Reporting Services レポートを含みます。関係者は、これ

らのレポートを使用すると、バグの追跡に関する統計情報やテストの成

功率などを通じて、ゕプリケーション開発の進捗状況を監視できます。

これらのレポートは、リゕルタムで Team System データベースにゕ

クセスするので、常に最新の状態に保たれます。これにより、組織全体

の顧客に優れた情報源が提供され、これらの顧客がプロジェクトの進捗

状況を常に把握できるようになります。  
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ここまでは、コーデゖングの開始前、およびコーデゖング中の品質確認

について説明してきました。当然、ゕプリケーションがテスト チームの

手に渡ってからも、テストは継続できます。さいわい、Visual Studio 

Team System と Team Foundation Server によって、ゕプリケーシ

ョンのビルドとテストを大幅に自動化できます。 

自動化されたビルドとテスト 

Visual Studio Team System では、チーム ビルドと呼ばれる自動化さ

れたビルド エンジンが提供されます。このビルド エンジンが使用され

ることにより、さまざまなビルド定義を使用した定期ビルド、リリース 

ビルド、および継続的ンテグレーション ビルドと呼ばれるゕジャル 

(敏捷性の高い) 手法がサポートされます。継続的ンテグレーションは、

ビルドの前に少数のチェックンをキューに格納し、チェックンの直

後、または短い間隔でビルドを実行する処理です。開発者は、チーム ビ

ルド定義を作成して、ソース コードのチェックゕウトとコンパル、静

的コード分析と単体テスト、テスト サーバーへのコードの配置、および 

Web テストとロード テストを実行し、ビルド結果や関連するテストの

結果を発行できます。 

Web テストとロード テスト 

ゕプリケーションの作成後には、数種類のテストが実行されることがあ

ります。その 1 つが Web テストです。このテストはロード テストの実

行に使用される場合があります。 

Web テスト 

Web テストは、Web ゕプリケーションの機能をテストする方法の 1 つ

です。開発者は、ユーザーが Web ゕプリケーションの使用手順を実行

するときに、よくそのテストを記録します。この場合は、HTTP 要求と 

HTTP 応答が記録されます。また、Web テストでは ASP.NET AJAX が

サポートされるので、クラゕント側のコードが含まれた機能豊富な 

Web ゕプリケーションをテストできます。開発者は、Team System 

を使用すると、単に Web テストを記録できるだけでなく、データベー

ス、XML フゔル、または CSV フゔルから選択肢を取得できます。

たとえば、ユーザーがコンボ ボックスをクリックして一覧を表示し、項

目を選択することを想像してください。データベースやフゔルから項

目を取得し、テストごとに 1 つの項目をランダムに選択するように、テ

ストを構成できます。これにより、記録中にユーザーが選択した 1 つの

コーデゖング完了後の品質 
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項目だけを常に選択するのではなく、さまざまな値を選択した場合のシ

ミュレーションを実行し、より現実に即したテストを提供できます。 

ロード テスト 

Team System のロード テストは強力であり、Web テスト、手動テス

ト、汎用テスト、またはこれらのテストの任意の組み合わせを自動化で

きます。Team System 2008 では、ユーザーのペースに基づく新しい

テスト ミックスが導入されます。開発者はこのテスト ミックスを使用

して、異なる種類のテストの組み合わせを管理できます。また、シミュ

レーションに使用するユーザーの数を時間の経過と共に増加させること

もできます。たとえば、あるテストで受注システムをテストし、別のテ

ストでゕカウント更新機能をテストすることがあります。ユーザーごと

に、1 時間に 10 回の受注テストと 1 回のゕカウント更新テストを実行

するように、テストを構成できます。ロード テストを使用すると、ゕプ

リケーション内のボトルネックを見つけることができる (先ほど説明し

たように、コードにパフォーマンス カウンタを追加できます) だけでな

く、ハードウェゕのボトルネックを見つけることもできます。Web テス

トでさまざまなブラウザのシミュレーションを実行し、対象のコンピュ

ータからパフォーマンス カウンタの値を取得し、さまざまなブラウザや

ゕクセス方法を使用したときの負荷を後から分析できます。ローカル ゕ

クセスとリモート ゕクセスを対象に、異なるネットワーク帯域幅の種類

を使用した場合のシミュレーションを実行して、パフォーマンスと負荷

に関する問題が存在するかどうかを確認できます。 

 

ロード テストの開始後は、パフォーマンスをリゕルタムで監視できま

す。テストが終了すると、調査および分析用に統計情報が収集されます。  
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Visual Studio Team System 2008 では、統合された強力な一連のツー

ルが提供されており、組織はソフトウェゕ開発でこれらのツールを使用

し、ゕプリケーションのラフサクル全体を通じて最高の品質を保証

できます。事前の計画からコーデゖング、そして出荷に至るまで、各フ

ェーズの担当メンバが品質を検証、テスト、プロフゔル、監視、およ

び追跡します。IT 組織に属していないメンバも、プロジェクトの進捗に

応じて自動的に更新されるプロジェクト ポータルにゕクセスして、進捗

状況を確認できます。 

 

ゕーキテクトは物理的なゕプリケーションを設計し、それを既存のゕー

キテクチャに適用します (または、ゕプリケーションをサポートする新

しいゕーキテクチャを設計します)。この設計は、コードを 1 行も書か

ないうちから検証できます。開発者は、単体テストを作成して、コード

が動作することを確認するだけでなく、その後変更を加えたときに、既

存の機能に異常が発生しないかどうかを確認できます。開発者は、コー

ドのどの部分が単体テストでカバーされていないかを確認したり、パフ

ォーマンスのボトルネックをすばやく見つけたり、コードを改良するた

めのゕドバスを得たりすることもできます。テスタは、自動化された

テストを作成して実行し、リモート サーバーやゕプリケーションのさま

ざまなカウンタを監視することによって、パフォーマンスや機能に関す

る問題が存在しないかどうかを確認します。IT 組織に属していないメン

バでも、開発プロセスに携わっているすべてのメンバは、Team 

Foundation Server ポータルを使用してバグやテスト結果などを追跡す

ることによって、進捗状況を監視できます。 

 

Visual Studio Team System 2008 で提供される組み込みの品質確認機

能のサポートによって、新境地が開拓されます。また、Visual Studio 

Team System 2008 のツールや機能によって、ゕプリケーションの検

証とテストを行ったり、タムリーかつ実用的なフゖードバックを提供

して各段階で開発チームをサポートしたりできる、エンド ツー エンド

のソリューションが提供されます。 

まとめ 
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