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Microsoft® Visual Studio® Team System 2008 Team Foundation 

Server の "中心" となるのは、Microsoft SQL Server® OLAP データ 

ウェゕハウスです。このデータ ウェゕハウスは、Team System 環境に

おける多くの開発者の作業に基づく情報を追跡および格納します。

Team Foundation Server でチーム プロジェクトを作成し、ビルド定

義を作成すると、そのデータが記録されます。また、コードを作成して

単体テストを実行すると、そのデータが記録されます。さらに、プロジ

ェクトのバグを発見して登録すると、そのデータが記録されます。そし

て、コード行を追加、変更、または削除すると、(もうおわかりのとお

り) そのデータが記録されます。チームが関与するほぼすべての作業に

対して、Team Foundation Server で記録が作成されます。追跡された

データは、多くの場合レポート形式で公開されますが、このデータを使

用して、プロジェクト マネージャ、開発リーダー、およびその他の関係

者は、プロジェクトに関する意思決定を行うことができます。 

 

ソフトウェゕ開発では、バグ、時間、優先順位、トリゕージ、テスト、

シナリオ、コード変更など、さまざまな言葉が使用され、その他にも多

くの要因や作業が存在します。プロジェクトの中で安定している部分 

(およびそうでない部分)、現在の状況、および以前に発生した問題を 

(後ではなく今すぐに) 把握することは、要求に応じた意思決定を行うだ

けでなく、計画を立てるうえでも非常に役立ちます。Team Foundation 

Server を使用すると、チームの日常的な作業から得たこのような未加工

のデータを、すべて意味のある情報に変換し、この情報を分析して、目

標に対するチームの成果を測ることができます。 

 

Team Foundation Server では、完全なレポート ンフラストラクチ

ャが提供されるので、開発チームは反復作業の計画、テスト カバレッジ、

バグの傾向、プロジェクトのスケジュール、リソースの割り当てなどに

ついて、決定を下すことができます。このレポート ンフラストラクチ

ャを構成しているのは、ビルド済みの SQL Server 2005 Reporting 

Services (SSRS) レポート、および独自のカスタム分析を構築できるオ

ープン ゕーキテクチャの OLAP データ ウェゕハウスです。Team 

Foundation Server には、プロジェクトの情報と作業内容がすべて格納

されており、ボタンをクリックするだけで、10 種類以上のレポートが

提供されます。  

概要 
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皆さんは、バグを優先順位に従って追跡したいと考えていますか。品質

保証チームが短時間でバグを発見できるかどうか心配していませんか。

大量のコードを追加したときに、すべてのビルドのコード カバレッジ 

テストが十分であるかどうかを検証したいとは思いませんか。  

このホワト ペーパーでは、次のことについて説明します。 

 ソフトウェゕ プロジェクトの管理者が直面する課題の種類。 

 Team Foundation Server で追跡される情報の項目。 

 Team Foundation Server レ ポ ー ト 。 Team Foundation 

Server で収集できるデータの活用例として、このホワト ペー

パーでは、ある特定のレポート([品質指標] レポート) について

詳しく説明します。 

 SQL Server 2005 Reporting Services と MDX を使用し、必

要に応じてレポートを編集またはカスタマズする方法、およ

び新しいレポートを作成する方法。 
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開発リーダーは多くの仕事をこなし、多くの役割を果たす必要がありま

す。この役割の 1 つとして、開発リーダーは、プロジェクトの進捗状況

についての最新情報を、上層部やプロジェクトの関係者に提供する必要

があります。開発リーダーは、現在と以前の生産性、現在のリソースの

使用状況、および追加のリソースが今後必要になるかどうかについて報

告できる必要があります。  

 

また、開発リーダーは、プロジェクト チームのメンバと協力して、さら

に詳細な情報を管理する必要があります。これらの情報としては、毎日

のビルド、バグの優先順位、回帰テスト、バグ率、各リソースの使用状

況などが挙げられます。   

 

さらに、開発リーダーは、コード チャーン (あるバージョンと別のバー

ジョンのフゔル間で、追加、編集、または削除された行数) など、複

合的な統計情報を監視する必要があります。これらの統計情報を使用し

て、コードの変更による量的な影響を測定します。開発リーダーが考慮

すべきもう 1 つの一般的な統計情報は、コード カバレッジ (あるコード 

モジュールのすべての部分がテストされた割合) です。場合によっては、

1 枚の画像が 1,000 の言葉に匹敵する場合さえあります。たとえば、コ

ード チャーンが突然、急激に増加した場合は、チームが追加または変更

したコードの行数が多いことを意味します。一方、減少傾向にある場合

は、追加または変更した項目が少ないことを意味するので、プロジェク

トが安定に向かうことが予想されます。  

 

Team Foundation Server を使用すると、開発リーダーは、チームの開

発プロセス、製品、さらには事業全体の主要業績評価指標について、質

と量に基づいた情報を確認できます。Team Foundation Server のレポ

ート機能を使用すると、開発リーダーは、このような情報を使用して、

ビジネス プロセスを改善するために調整が必要な箇所を特定できます。

また、Team Foundation Server では、質と量に基づいた情報が提供さ

れるので、プロセス、製品、さらには事業全体のサポートに必要な決定

を下すことができます。   

開発プロジェクトの管理 
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分析に使用する主要業績評価指標 

業績評価プロセスを構築する場合、最初にぶつかる問題の 1 つは、どの

データがプロセスにとって重要であるかを特定するだけでなく、そのデ

ータを入手する方法や、データを意味のある形式で出力する方法も確認

する必要があることです。Team Foundation Server で提供されるビジ

ネス ンテリジェンス機能を使用すると、開発プロジェクトについての

主要業績評価指標を分析できます。また、柔軟なレポート ゕーキテクチ

ャを使用して、追跡した指標をわかりやすい形で示すことができます。 

  

どのようなレポート ゕーキテクチャでも、その効果は、レポートの基に

なる、未加工のデータの量と質によって決まります。Team Foundation 

Server では、多くの重要な情報が追跡されます。この情報は指標に変換

され、開発リーダーはこの指標を使用して、開発チームの成果を追跡で

きるだけでなく、進捗状況、状態、および全体的な傾向を上層部に報告

できます。 

 

Team Foundation Server では、次のような重要な指標に焦点を当てた

レポートを作成できるので、主要な測定基準を特定したり、探したりす

る時間を節約できます。 

 コード チャーン (該当するチェックンやビルドでコードに対

して追加、変更、または削除された行)。 

 コード カバレッジの割合 (単体テストが完了したコードの割合)。

単体テストでコード カバレッジを有効にする必要があることに

注意してください。 

 割り当てられていないバグ、バグの優先順位など。 

 計画した作業。 

 単体テストの結果 (失敗、成功、または結果不確定)。 

 回帰テスト。 

 

後で説明しますが、Team Foundation Server レポートでは、データを

一覧や視覚的な表現で示すことによって、これらの指標を詳細や概要な

どのさまざまな形で提供します。 

Team Foundation Server のレポート アーキテクチャ 

Team Foundation Server のレポート ゕーキテクチャを把握するには、

次の 2 つの領域について理解する必要があります。1 つ目の領域はレポ
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ートの内容そのものであり、2 つ目の領域はレポートの生成に使用され

る、基になるデータ ウェゕハウス (TfsWareHouse) です。次のセクシ

ョンでは、各レポートについて簡単に説明します。また、レポートのデ

ータ ソースとして機能する Team Foundation Server データ ウェゕハ

ウ ス の 構 成 要 素 に つ い て も 説 明 し ま す 。 レ ポ ー ト の 概 要 と 

TfsWarehouse の一般的な構造を紹介した後は、最もよく使用されるレ

ポートの 1 つ ([品質指標] レポート) を取り上げ、どのようにしてデー

タがレポート上で "わかりやすく表現される" か、および開発リーダー

がどのようにしてレポートを効果的に使用できるかについて説明します。 

使用できるレポートとその機能 

以下の一覧では、Team Foundation Server で提供されるそれぞれのレ

ポートについて、簡単に説明します。[シナリオの詳細] レポートは 

MSF for Agile Software Development テンプレートでのみ提供されま

す。また、[懸案事項およびブロックされた作業項目]、[必要条件の詳

細]、[必要条件テスト履歴および概要]、および [トリゕージ] レポート

の 4 つは、MSF for CMMI Process Improvement テンプレートでのみ

提供されます。 

 実際の品質と計画された速度 

解決済みのシナリオごとに発見されたバグを示すバブル チャー

トです。プロジェクトの正常性がひとめでわかります。 

 バグ率 

ゕクテゖブなバグ、新規および再ゕクテゖブ化済みのバグ、お

よび解決済みのバグを日付ごとに集計した折れ線グラフです。 

 バグ (優先度順) 

発見され、修正されたバグを優先度順および日付別に集計した

積み上げ縦棒グラフです。 

 対応するテストなしに発見されたバグ 

実際のテストを行わずに発見されたバグの一覧です。 

 ビルド 

プログラムのビルドの一覧です。成功したテストの割合、コー

ド チャーンやコード カバレッジの統計情報が含まれます。 

 終了基準 

確認されたすべての終了基準 (特定のプロセスを完了する前に発

生する必要があるベント) の状態を示す一覧です。 
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 懸案事項およびブロックされた作業項目 

残っている未解決の問題、およびこれらの問題の解決に役立つ

傾向を示すレポートです。 

 懸案事項リスト 

未解決の問題、担当者、優先順位、残り時間の一覧です。 

 ロード テストの詳細、またはロード テストの概要 

ゕプリケーションのパフォーマンスに関するロード テストの結

果の概要レポートと詳細レポートです。 

 プロジェクト速度 

計画した作業が解決または終了した割合を日付ごとに示す折れ

線グラフです。 

 品質指標 

プロジェクト全体の状況を示す詳細な積み上げ縦棒グラフです。

テストの結果 (成功、失敗、または結果不確定) が縦棒で示され、

コード チャーン、コード カバレッジ、またはゕクテゖブなバグ

が折れ線で示されます。  

 再アクティブ化 

作業項目全体に対する再ゕクテゖブ化された作業項目の割合を

示す縦棒グラフです。 

 回帰 

回帰テスト (一度は成功したが今回は失敗したテスト) の一覧で

す。 

 関連作業項目 

他の作業項目に関連または依存している作業項目の一覧です。 

 残存作業 

残存するゕクテゖブな作業、解決済みの作業、および終了した

作業を時間の経過と共に示す積み上げ面グラフです。コードの

完成時期を予測するのに役立ちます。 

 Requirement Details/Test★不明 UI★ 

定義されたシナリオと必要条件に対するテスト結果を示すレポ

ートです。  

 必要条件テスト履歴および概要 

ある反復処理における、製品要件 (機能、操作、セキュリテゖ、

安全性、ンターフェス) に関連するシステム テストの進捗
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状況、または顧客要件 (サービスのシナリオと品質) に関連する

ユーザー受け入れテストの進捗状況を示します。 

 シナリオの詳細 

完了状態、リスク、テストの進捗状況など、各シナリオの情報

を示すレポートです。 

 アクティブなバグを伴わないで失敗しているテスト 

ゕクテゖブなバグが記録されずに失敗したテストの一覧です。 

 アクティブなバグを伴って成功しているテスト 

ゕクテゖブなバグがまだ存在しながらも成功したテストの一覧

です。 

 トリアージ 

まだ提案済みの状態で、優先順位が決定されていないすべての

作業項目を示すレポートです。 

 計画していなかった作業 

すべての作業に対する残存作業の割合を示し、計画していた作

業と計画していなかった作業を区別する積み上げ面グラフです。 

 

各レポートには、出力のスコープを設定するためのランタム パラメー

タがいくつか含まれています。 
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レポートに使用されるほぼすべてのデータは、TfsWareHouse という 

Team Foundation Server データ ウェゕハウスに格納されています。

開発チームで Team System を使用して毎日の開発作業 (ソース コード

の追加または編集とチェックン、バグの報告、単体テストの実行など) 

を行うと、Team System によって、実際にその情報が TfsWarehouse 

に格納されます。Team Foundation Server は、これらの作業をデータ

として収集し、開発チームの作業を反映したレポートの作成時に使用で

きるようにします。 

図  1 と 図  2 は 、 Microsoft Analysis Services デ ー タ ベ ー ス の 

TfsWarehouse を構成する OLAP キューブ全体を示しています。図 1 

は使用できるメジャー グループを示しており、図 2 はメジャー グルー

プにフゖルタやスコープを設定するために使用できるデゖメンションを

示しています。 

 

図 1: TfsWarehouse の OLAP キューブ 

 

TFSWAREHOUSE データ 
ウェゕハウスの概要 
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図 2: TfsWarehouse のディメンション 
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最新のプロジェクトを開始する直前に、開発チームと品質保証テスト チ

ームのメンバを変更したとします。変更理由の 1 つは、新しくビルドを

作成するたびに新しいバグの数が増加し、さまざまな原因で各ビルドの

テストが失敗したからです。   

管理者は、開発チームの精鋭でさえも欠陥のあるビルドを作成する可能

性があることは理解していますが、特にマルストーンと出荷日が近付

いているので、この傾向を心配しています。このような場合、重要なビ

ルドの作成中に、次のことを確認する必要があります。 

 

 成功したテストの数が失敗したテストの数を上回るかどうか。 

 ゕクテゖブなバグの数が増加しているかどうか。 

 各ビルドがどの程度のコードに影響を与えるか。 

 各変更セットのコード チャーンにはどのような傾向があるか。 

 コード カバレッジ テストの割合がチームで合意したしきい値を

下回っているかどうか。 

 

最もよく使用されている Team Foundation Server レポートの 1 つは、

[品質指標] レポートです。これは複数のビルドについての、まさに上記

のような指標を表すグラフです (図 3 参照)。レポートを実行する場合は、

プロジェクトをパラメータとして指定します。この結果、レポートに、

成功または失敗したテストの数、テストが完了したコード モジュールの

数 (コード カバレッジ)、および変更されたコードの数 (コード チャー

ン) が示されます。[品質指標] レポートを使用すると、全体的な進捗状

況と最近のビルドの傾向がひとめでわかります。 

したがって、たとえばチームで次のような作業を数回繰り返したとしま

す。 

 

 Team Foundation Server のソース管理に Team System プロ

ジェクトを追加します。 

 ビルド定義を作成します。 

 単体テストを定義します。 

 品質保証チームにビルドを公開します。品質保証チームは (トリ

ゕージされた) バグを報告し、対処したバグを修正済みまたは未

修正としてマークします。 

 

[品質指標] レポートの分析と 
意思決定  
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このような場合、特定のプロジェクト、ビルドの種類、プラットフォー

ム、フレーバー、および一連のビルドそのものに対して、[品質指標] レ

ポートを実行できます (これらのパラメータは、プロジェクトを定義し

てビルド定義を作成するときに定義します)。図 3 は、[品質指標] レポ

ートの例を示しています。 

 

図 3: [品質指標] レポートの例 

この [品質指標] レポートの情報と、プロジェクトに関する各自の知識

に基づいて、結論を下すことができます。「手術は成功したが、患者は

回復しなかった」という古い冗談をご存知でしょうか。レポートに表示

されない情報から結論を出す場合もあります。たとえば、開発プロセス

に十分なテスト定義が組み込まれていない場合があります。これは、お

そらくチームが他の変更点に気を取られていて、ある領域のテストを定

義する時間がなかったことが原因です。  

 

また、バグが増加する時期とコード チャーンが増加する時期との間に差

が見られる場合があります。この原因として考えられるのは、未着手の

品質保証作業が増加していること、変更が伝達されていないことなどで

す。  

 

この [品質指標] レポートのグラフ、およびプロジェクトとプロジェク

ト チームについての各自の知識に基づいて、プロジェクトで作成してい

るビルドの全体的な正常性に変化がないか、改善されているか、または

悪化しているかを、視覚的に確認できます。 
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[品質指標] レポートに基づいて傾向を発見した後、特定のビルドの情報

をさらに詳しく確認する場合があります。たとえば、コード チャーンが

増加し、回帰テストで新しいバグが発見された場合、回帰テストのデー

タを示すレポートを確認する必要があります。また、コード カバレッジ 

テストがコード チャーンの増加と比例しているかどうかも確認する必要

があります。 

 

また、マルストーンの日付が近付くにつれてゕクテゖブなバグが増加

していることに気付き、[残存作業] レポートを分析して、マルストー

ンの日付に間に合わせることができるだけのリソースを保有しているか

どうかを確認する場合があります。他には、1 つのビルドで失敗したテ

ストの数の多さに驚き、[ゕクテゖブなバグを伴わないで失敗しているテ

スト] レポートを実行して、失敗したテストの詳細情報を確認する場合

があります。 

 

Team Foundation Server レポートには、概要を示すグラフと詳細なレ

ポートの一覧が多くの "ペゕ" になって多数含まれています。このため、

まず傾向を把握してから、その傾向を裏付ける詳細情報を確認できます。 
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既存のレポートの編集 

すぐに利用できるレポートをどれほど気に入っていても、いずれはレポ

ートを編集することが予想されます。また、複数の既存のレポートの内

容を組み合わせてレポートを作成することも考えられます。Team 

Foundation Server レポートは、事実上 "オープン ゕーキテクチャ" で

あり、このレポート自体は SQL Server 2005 Reporting Services フゔ

ル (拡張子は RDL) です。レポートを編集する必要がある場合 (レポ

ートのヘッダーを変更するなどの単純な作業から、レポートにメジャー

を追加するなどの複雑な作業まで)、その手順は非常に簡単です。基本的

には、次の作業を行います。 

 

1. レポート サーバー プロジェクトを作成します。 

2. レポート サーバー プロジェクトに TfsWarehouse OLAP デー

タベース用のデータ ソースを作成し (繰り返しになりますが、

すべての Team System の作業は最終的にデータ ウェゕハウス

に格納されるので、必ず TfsWarehouse を使用する必要があり

ます)、変更する任意のレポートを取得します。 

3. レポートに必要な変更を加えます。データを変更する場合もあ

れば、レポートの入力パラメータやレゕウトを変更する場合

もあります。 

4. レポートをレポート サーバーに発行します。このレポート サー

バ ー は 、 ユ ー ザ ー が レ ポ ー ト を 実 行 し た と き に  Team 

Foundation Server によって使用されます。 

 

レポート サーバー プロジェクトの作成 

SQL Server 2005 Business Intelligence Development Studio を起動

し、新しいレポート サーバー プロジェクトを作成します。デモンスト

レーションのために、このプロジェクトには Team Foundation Server 

Reports という名前を付けます。プロジェクトは、各自の開発環境に最

も合った場所に保存できます。 

レポートのデータ ソースの定義 

次に、取得するすべてのレポートのデータ ソースを作成する必要があり

ます。Team Foundation Server レポートでは、Analysis Services の 

TfsWarehouse OLAP データベースと、"通常の" TfsWarehouse SQL 

TEAM FOUNDATION SERVER 
レポートの操作と 
編集 
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Server データベースを使用できます。ソリューション エクスプローラ

で [共有データ ソース] フォルダを右クリックし (図 4)、2 つのデータ 

ソースを 1 つずつ作成します。これらのデータ  ソースの名前は、

TfsReportDS (通常のデータベース用) と TfsOlapReportDS (OLAP デ

ータベース用) です。 

変更するいずれかのレポートを取得します (少なくとも 1 つのレポート

は変更するので、1 つ変更するか 2 つ変更するかが決まっていない場合

でも、それらのレポートをすべて取得してかまいません)。ソリューショ

ン エクスプローラの [レポート] フォルダを右クリックし、[既存項目の

追加] をクリックして、保存されている RDL フゔルの場所に移動しま

す。 

このホワト ペーパーの執筆時点の動作ですが、RDL フゔルは zip 

フゔルに保存され、この zip フゔルは MSF for Agile Software 

Development テ ン プ レ ー ト 、 ま た は  MSF for CMMI Process 

Improvement テンプレートのいずれを使用しているかによって、次の 

2 つの場所のいずれかに保存されています。 

 

C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 2008 Team Foundation 

Server\TF Setup\MsfAgile_new.zip\Reports 

C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 2008 Team Foundation 

Server\TF Setup\1041\MsfFormal_new.zip 

 

レポートを取得すると (この例では、[品質指標] レポートを取得しまし

た)、ソリューション エクスプローラは図 4 のような状態になります。 

 

図 4: SSRS レポート サーバー プロジェクトが表示されたソリューショ

ン エクスプローラ 
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レポートの変更 

これで、レポートを開いて必要な変更を加えることができるようになり

ました。次に、必ず知っておく必要がある、レポートの変更操作のカテ

ゴリについて説明します。通常、レポートの変更操作は、データの変更、

パラメータの変更、出力の変更という 3 つのカテゴリに分類されます。 

レポートのデータの変更 

レポートに使用されるほとんどのデータは、OLAP データベース 

TfsWarehouse に格納されているので、SSRS レポートでは、MDX を

使用して、データベースに対するクエリを実行します。簡単に言えば、

MDX と OLAP データベースの関係は、T-SQL とリレーショナル デー

タベースの関係と同じです。このホワト ペーパーの最後に、MDX を

使用したプログラミングに関するお勧めの資料を記載しておきましたの

で、ぜひ参考にしてみてください。 

 

図 5 は、SSRS 2005 で提供されるデザナの [データ] タブを示して

います。[データセット] ボックスに注目してください。ここには、レポ

ートに使用されるすべてのデータセットが表示されています (これらの

データ セットは、実際のコンテンツや、レポート パラメータのドロッ

プダウン リスト ボックスの項目として使用されます)。各データセット

には、必要なメジャーを取得するための MDX コードが含まれ、多くの

場合、レポートで使用されるあらゆるフゖルタやデゖメンションがスコ

ープに含まれます。  

 

図 5: データセットと MDX コードが表示された Team Foundation 

Server レポートの [データ] タブ 
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レポートのパラメータの変更 

ほとんどの Team Foundation Server レポートでは、レポートの出力

のスコープを設定するために、いくつかのパラメータを指定する必要が

あります。たとえば、[品質指標] レポートには、プロジェクト、ビルド

の種類、プラットフォームなどのパラメータを指定します (図 6 参照)。 

 

図 6: ユーザーによって指定される [品質指標] レポートのパラメータ 

一部のパラメータは自由に入力できますが、ほとんどのパラメータはデ

ータセット パラメータから生成されたドロップダウン リスト ボックス

です。これらのパラメータの定義を確認するには、SSRS レポート デザ

ナで、[レポート] メニューの [レポート パラメータ] をクリックしま

す。任意のパラメータ データ ソースを定義するオプションと共に、す

べてのパラメータが表示されます (図 7 参照)。 

 

図 7: [レポート パラメータ] ダイアログ ボックス 
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接続を確認して、データに基づくレポート パラメータを定義するには、

次の手順を実行します。 

1. [データ] タブで、データセットを作成してデータを定義します。   

2. レポート パラメータを作成します。 

3. [レポート パラメータ] ダゕログ ボックスで、パラメータのデータ

を提供するデータセットの名前を指定します。複数の値を含むパラメ

ータを定義できることに注意してください (図 7 参照)。この機能は、

ユーザーが複数の値を選択してレポートを実行する必要がある場合に

役立ちます。 

レポートのレイアウトの変更 

最後に、[レゕウト] タブに切り替えて、レポートのレゕウトを物理

的に変更できます。ラベルの追加や変更などの単純なものから、グラフ

の種類の変更などの複雑なものまで、さまざまな操作を行うことができ

ます。 

 

レポートのレゕウトは、非常にさまざまな方法で変更できます。数が

多いので、これらの方法をこの資料ですべて紹介することはできません。

ただし、レポートに大きなコントロール ([品質指標] レポートのグラフ 

コントロールなど) が 1 つ含まれている場合は、グラフの構成を大まか

に理解することが重要です。図 8 は、[品質指標] レポートのグラフに関

するオプションを示しています。テストの集計値を積み上げ棒で表し、

他のメジャーを折れ線で表している縦棒グラフです。このような出力は、

さまざまなメジャーが互いに関連しているかどうかを視覚的に分析する

のに役立ちます。メジャーごとに、図 8 に示されている値の名前をクリ

ックし、[編集] をクリックすると、実際のグラフの種類、およびその他

のグラフの表示オプションを定義できます。 
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図 8: [品質指標] レポートのグラフに関するオプション 

このレポートを変更する状況としては、失敗したテストやゕクテゖブな

バグの情報を表示する場合などが考えられます。この場合、レゕウト

を表示し、グラフの下に新しいレポート テーブル コントロールを追加

し、必要な情報を含むレポート データセットからデータをドラッグしま

す (既存のデータセットでは、概要や詳細など、必要な詳細レベルが提

供されない場合があります。その場合は、MDX コードを追加して目的

の情報を取得する必要があります)。 

レポートへの変更の発行 

これで作業はほぼ完了です。最後の作業は、レポートへの変更の発行で

す。SSRS レポート サーバーの名前と場所を確認し、その値をレポート 

サーバー プロジェクトのプロパテゖ ページに入力する必要があります 

(図 9 参照)。 
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図 9: 配置用の TargetReportFolder と TargetServerURL が表示さ

れたレポート サーバーのプロパティ ページ 

TargetReportFolder と TargetServerURL を指定したら、プロジェク

トを右クリックし、[配置] をクリックします。通常、配置は非常に高速

で、すぐに変更の影響を確認できます。 

データ ウェアハウスに対するカスタム MDX の作成 

図 5 では、TfsWarehouse OLAP データベースを照会するための MDX 

コードを紹介しました。既に説明したように、MDX は、SQL Server 

Analysis Services の OLAP データベースを照会するためのプログラミ

ング言語です。独自のカスタム Team Foundation Server レポートを

作成する場合は、MDX について十分に理解する必要があります。  

 

TfsWarehouse OLAP 環境と、他の一般的な OLAP 環境との間にはまっ

たく違いがないので、レポート機能をプログラムで拡張することも考え

られます。この場合、MDX を使用します。次の操作を行う場合は、

MDX を使用できます。 

 TfsWarehouse OLAP キューブにカスタムの計算を追加する。 

 特殊なレポート要件に応じて、MDX を使用したカスタムの名前付き

セットを作成する。  
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Microsoft Excel 2007 を使用した新しい Team Foundation 

Server レポートの作成 

多くの OLAP 環境には、最高のビジネス ンテリジェンス レポート ツ

ールは Microsoft Excel であるという認識が根付いています。自分自身

や上司が、Excel 2007 を使用して、TfsWarehouse に基づく新しいレ

ポートやグラフを作成することを望む場合もあるでしょう。この作業の

手順は非常に簡単です。 

 

まず、Excel 2007 のリボンで、Microsoft Analysis Services へのデー

タ接続を作成します (図 10 参照)。 

 

図 10: データ接続の作成 

次に、TfsWarehouse OLAP データベースが格納されているサーバーの

名前を入力するよう求められます。サーバー名 (およびログン情報ま

たは認証情報) を入力すると、図 11 のように、OLAP データベースと

キューブの情報を入力するよう求められます (サーバーに複数の OLAP 

データベースが格納されている場合)。 
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図 11: TfsWarehouse OLAP データベースと Team System キュー

ブの選択 

 

これで、ピボットテーブルの作業領域とピボットテーブルのフゖールド 

リストが作成されます。その後、メジャーを TfsWarehouse OLAP デ

ータベースからピボットテーブルの作業領域にドラッグできます (図 12 

参照)。また、グラフも作成できます。最後に、レポートが完成したら、

スプレッドシートを標準的な Excel フゔルとして保存したり、Excel 

Services に発行し、最終的に SharePoint に配置したりできます。 
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図 12: OLAP データベースから提供されるフィールド リスト 
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チーム メンバが Team Foundation Server を使用すると、その作業内

容は SQL Server OLAP データ ウェゕハウスに格納されます。このデー

タは、プロジェクトの情報を得るうえで非常に重要です。管理者は、

Team Foundation Server を使用すると、データ ウェゕハウスに格納

されている情報を、カスタマズ可能なレポートに変換できます。

Team System によって開発チームの作業がどのように追跡されるか、

これらの作業内容がどのようにしてデータ ウェゕハウスに格納されるか、

および開発リーダーやプロジェクト マネージャがどのようにレポートを

使用してチームのパフォーマンスを分析できるかを理解することは重要

です。管理者は、マルストーンに向けてプロジェクトを進めていく中

で、リゕルタムの意思決定を行う必要がある場合、どのように Team 

Foundation Server を使用すれば、チームで取り組んでいる作業の内容

をすべて把握できるかを調査することに、時間と労力を費やす価値があ

ります。また、Team Foundation Server データ ウェゕハウスについ

て学習し、データベースに格納される情報の項目や、プロジェクトの成

功にとって重要な項目を理解し、そのうえでレポートを生成して、重要

なビジネス上の意思決定を行う必要があります。 

 

 

参考資料 

 Team Foundation Server レポートの操作については、

http://msdn.microsoft.com/library/bb906045 (英語) を参照

してください。 

 MDX クエリの作成については、Mark Whitehorn、Robert 

Zare、および Mosha Pasumansky の共著である『Fast Track 

to MDX』をお勧めします。  

 CoDe Magazine にも MDX について私が執筆した記事 

(http://www.code-

magazine.com/Article.aspx?quickid=0801051、英語) が掲

載されています。 

 Reporting Services 2005 と SharePoint の統合については、

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc288006.aspx 

からダウンロードできるホワト ペーパー (英語) を参照してく

ださい。 

まとめ 

http://msdn.microsoft.com/library/bb906045
http://www.code-magazine.com/Article.aspx?quickid=0801051
http://www.code-magazine.com/Article.aspx?quickid=0801051
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc288006.aspx
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 さらに、

http://blogs.sqlxml.org/bryantlikes/articles/628.aspx で公

開されているブログ (英語) には、Reporting Services 2005 の 

SharePoint への配置についての説明が記載されています。  

http://blogs.sqlxml.org/bryantlikes/articles/628.aspx
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