
 

 

 

Team Foundation Server を用いたゕプリケーション開発概観 Version 1.0 2008/07/02 

i 

 

 

 

Team Foundation Server を利用した 

アプリケーション開発概観 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Contents 

 

Team Foundation Server を用いたゕプリケーション開発概観 Version 1.0 2008/07/02 

ii 

 

- Contents - 

Team Foundation Server を利用した ゕプリケーション開発概観 .......................................................... i 

第１章 はじめに .................................................................................................................... １-1 

１. 本書の位置づけ.......................................................................................................................................... １-1 

(1) 目的 ........................................................................................................................................................ １-1 

(2) 本資料に記載されていること ................................................................................................................ １-1 

(3) 本資料に記載されていないこと ............................................................................................................ １-1 

第２章 Team Foundation Server によるゕプリケーション開発概観 ................................................. ２-1 

１. はじめに .................................................................................................................................................... ２-1 

(1) 本資料で利用する開発プロセス ............................................................................................................ ２-1 

２. 要件定義工程 ............................................................................................................................................. ２-1 

(1) 要件定義工程の作業概要 ....................................................................................................................... ２-1 

(2) TFS を利用した要件定義工程の作業メージ ...................................................................................... ２-2 

(A) チームプロジェクトの作成 ................................................................................................................ ２-2 

(B) プロジェクト構造の決定 ................................................................................................................... ２-3 

(C) 要件定義に関する方法論 ................................................................................................................... ２-6 

(D) ゕプリケーションのユーザーの特定 ................................................................................................. ２-7 

(E) 機能要求（シナリオ・要件）の抽出/登録 ........................................................................................ ２-9 

(F) サービス品質要求の抽出/登録......................................................................................................... ２-13 

(G) 開発計画策定.................................................................................................................................... ２-16 

３. 設計工程 .................................................................................................................................................. ２-20 

(1) 設計工程の作業概要 ............................................................................................................................ ２-20 

(2) TFS を利用した設計工程の作業メージ ........................................................................................... ２-21 

(A) 作業報告 ........................................................................................................................................... ２-22 

(B) プロジェクト進行状況の監視 .......................................................................................................... ２-23 

４. 開発工程 .................................................................................................................................................. ２-31 

(1) 開発工程の作業概要 ............................................................................................................................ ２-31 

(2) TFS を利用した開発工程の作業メージ ........................................................................................... ２-31 

(A) ソリューション・プロジェクトの作成 ............................................................................................ ２-32 

(B) チェックン／チェックゕウト....................................................................................................... ２-34 

(C) チームビルド.................................................................................................................................... ２-38 

５. テスト工程 ............................................................................................................................................... ２-43 

(1) テスト工程の作業概要 ......................................................................................................................... ２-43 

(2) TFS を利用したテスト工程の作業概要 ............................................................................................... ２-44 

(A) バグの登録 ....................................................................................................................................... ２-44 

(B) トリゕージ ....................................................................................................................................... ２-46 

(C) 品質保証 ........................................................................................................................................... ２-47 

 

 



 

 第１章 はじめに 

 

Team Foundation Server を用いたゕプリケーション開発概観 Version 1.0 2008/07/02 

１-1 

第１章 はじめに 

１.  本書の位置づけ 

(1) 目的 

本資料は、ゕプリケーション開発の各工程の中で、Team Foundation Server がどのように利用されるのか、

どのように利用すべきなのかについて解説することを目的としています。 

 

(2) 本資料に記載されていること 

本資料は、ゕプリケーション開発の際に利用される Team Foundation Server（TFS）の主要な機能の使い

方とその機能を利用する際の推奨事項を記載しています。 

本資料で対象とする TFS の機能は、以下の通りです。 

 

 作業項目管理機能 

 プロジェクト管理機能 

 プロジェクトサト 

 自動ビルド（チームビルド）機能 

 レポーテゖング機能 

 ソースコード管理機能（ただし、分岐、マージ、シェルブは除く） 

 

(3) 本資料に記載されていないこと 

本資料は、ゕプリケーション開発プロセスの各工程において、TFS の機能がどのように使われるかを解説し

ているため、Visual Studio Team System や Visual Studio が提供する機能（クラスデザナや単体テスト

機能）の使い方などについては記載していません。 
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第２章 Team Foundation Server によるアプリケーション開発概観 

 

１.  はじめに 

(1) 本資料で利用する開発プロセス 

Team Foundaiton Server（TFS）では、既定で利用可能な開発プロセスとして、Microsoft Solutions 

Framework (MSF) をベースとした二つのプロセスが提供されています。 

 

MSF では、小さなテレーションを細かく回しつつ、その重点を少しずつずらしていくことで変化を受け入

れやすくしていますが、ある一つの機能の開発方法は、古典的なウォータフォール型の開発方法と大差はあり

ません。一つの機能を開発していく流れは、基本的に『段階的詳細化』＋『段階的テスト』となります。 

 

本資料では、読者の理解を助けるために、以下の図に示すような非常にシンプルなウォータフォール型の開

発プロセスの流れにそって、解説をすすめます。 
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プロセステンプレートには、MSF Agile プロセステンプレート使用しながら、TFS が提供する機能がどのよ

うに利用されるかを概観していきます。 

 

２.  要件定義工程 

(1) 要件定義工程の作業概要 

一般的に要件定義工程では、主に以下の項目を決定します。 

 

システム化の対象範囲と機能一覧を精査する 

 システムのユーザーの特定 

 システム化対象範囲の機能を抽出する 

システムが満たすべき非機能要件（サービスレベル）を定義する 
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(2) TFS を利用した要件定義工程の作業イメージ 

要件定義工程での主なゕクテゖビテゖと TFS が提供する機能との関係を以下の図に示します。要件定義工程

において、TFS の機能を利用した作業は、以下のようになります。 

 

 チームプロジェクトの作成 

Team Explorer を利用して、チームプロジェクトを作成します。プロジェクト名の決定、開発プロセス

の選択、テレーションや区分の定義によるプロジェクトの構造化を行います。 

 機能要求（シナリオ）の TFS への登録 

システムで実現すべき機能要求を TFS に登録します。 

 非機能要求（サービス品質要求）の TFS への登録 

性能要件やセキュリテゖ要件等の非機能要求（サービス品質要求）を洗い出し、TFS に登録します。 

 開発タスク策定 

機能要求、非機能要求（サービス品質要求）を実現するために、開発タスクの洗い出し、スケジュール

の見積もりを行います。 

 

・機能要求
（シナリオ・要求）の抽出/登録
・非機能要求
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Team Explorerでチームプロ
ジェクトを作成
・プロセステンプレート選定
・イテレーション

・区分の定義

ユーザー
（ペルソナ）の抽出

・システム
ユーザー一覧

・機能要求一覧
・非機能要求一覧

ポータルへ登録

・機能（シナリオ）記述

Team Explorer、
ExcelでTFSに登録

：TFS機能との連携

 
 

 

(A) チームプロジェクトの作成 

Team Explorer を利用して、チームプロジェクトを作成します。チームプロジェクトの作成では、以下

の項目を決定する必要があります。 

 

 プロジェクト名 

 プロセステンプレートの選択 
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ここでは、チームプロジェクト作成時の留意事項とチームプロジェクトの作成手順を記載します。 

 

(a) チームプロジェクト作成時の推奨事項 

チームプロジェクト作成時には、プロセステンプレートを選択する必要があります。プロセステン

プレートの選択指針は、以下の通りです。 

 

 MSF Agile と CMMI の選択指針について 

チームの開発方法論として、TDD（Test-Driven Development）やゕジャル開発方法論等の

軽量型のプロセスを利用する場合には、特別な理由がない限りは MSF Agile プロセスを選択す

ることを推奨します。MSF Agile プロセステンプレートを最初に選択し、チームの方法論に合

うようにプロセステンプレートに改善を加えていきましょう。 

チームでは、フォーマルな開発プロセスが利用されており、現行の開発プロセスに改善を加え

ていくことを目的としている場合には、MSF CMMI プロセステンプレートの選択を行うことを

推奨します。 

 必要最小限のプロセステンプレートの利用を考える 

チームプロジェクトで提供されるすべての機能の利用が必須というわけではありません。チー

ムの開発方法論やプロジェクトの条件に応じて、必要な機能を利用してください。 

 既存のプロセステンプレートをチームのプロセス用に修正する 

チームの開発プロセスによっては、既存のプロセステンプレートで定義されていない作業項目

が必要になる場合もあります。そのような場合には、チームの開発プロセスに最も近いプロセ

スを選んで、テンプレートを修正することを推奨します。 

 

(b) チームプロジェクトの作成手順 

［フゔル］－［新規作成］－［チーム プロジェクト］を選択し、［新しいチーム プロジェクト］

ウゖザードの指示に従って手順を進めてください。 

 

1. チームプロジェクトの設定 

チームプロジェクトの名前を設定します。プロジェクト ポータルの URL に使用されるため、

命名に注意して下さい。 

2. プロセス テンプレートの設定 

チーム プロジェクトに適用する開発プロセスを選択します。プロセステンプレートの選択指針

に記載した指針に従って、プロセステンプレートを選択してください。 

3. プロジェクト ポータルの設定の指定 

プロジェクト ポータルに表示されるタトルと説明文を設定します。ここに、プロジェクトの

目的やゴール等も記述するとよいでしょう。 

4. ソース管理の設定 

ソースコード管理のリポジトリの作成に関する設定します。 

5. チームプロジェクト設定の確認 

設定項目の最終確認です。設定した内容に問題がなければ［完了］ボタンをクリックします。 

 

(B) プロジェクト構造の決定 

プロジェクト管理の側面から考えると、プロジェクトを管理可能な単位に構造化すると管理しやすくなり

ます。TFS ではこのようなプロジェクトを構造化するために、既定で「区分」と「テレーション」とい

う作業を階層化し定義する機能が提供されています。ここでは、プロジェクトを構造化する際の留意事項

と手順について説明します。 
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(a) プロジェクト構造化の際の推奨事項 

区分、テレーションは次のように利用します。 

 

 区分 

区分はプロジェクトを機能単位で細分化して管理するために利用します。例えば、開発対象の

ソリューションを複数の機能に細分化することで、関連する作業をより容易に管理することが

できます。 

 テレーション 

テレーションは開発プロセスを細分化して管理するために利用します。例えば、開発プロセ

スを作業工程毎に細分化するために使用することができます。 

 

区分、テレーションの利用に関する主な留意事項は、以下の通りです。 

 

 プロジェクトのマルストーン毎にテレーションを定義する 

テレーションは、プロジェクトの主要なマルストーン毎に定めることを推奨します。また、

大規模なゕプリケーション開発プロジェクトの場合には、開発の主要なゕクテゖビテゖを何度

繰り返すかでテレーションを区切り、区切った個々のテレーションに対して、主要なマ

ルストーン毎にテレーションを細分化することを推奨します。例えば、一次開発、二次開発

という大きなテレーションを作成し、個々のテレーションを開発プロセスの工程に分割す

るというテレーションの定義の方法が考えられます。 

 トレーサビリテゖが確保しやすいように区分を定義する 

プロジェクトのタスク、バグ、要求がトレースしやすいように、区分を分けることを推奨しま

す。プロジェクトを物理的（開発チーム構成等）な単位、論理的（実行基盤、業務開発等のゕ

プリケーションの論理的な区分け）な単位に分割することで、作業タスクやバグ等の項目のト

レーサビリテゖを確保しやすくなります。 

 

(b) プロジェクトの構造化手順 

チームプロジェクトの構造の変更は、[チーム] －[チーム プロジェクトの設定] をポントし、[区

分およびテレーション] をクリックして行います。 
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区分タブをクリックして、区分の追加、編集を行います。以下の例は、プロジェクトの機能を 7 つ

の機能に分割した例です。この例では、区分のツリーの深さは、１階層しかありませんが、子供の区

分を追加して、更に細分化を行うことも可能です。 

 

 

 

「テレーション」タブをクリックして、テレーションの追加、編集を行います。この例では、

開発プロセスを、要件定義、設計、開発、テスト、運用の工程に分割した古典的なウォータフォール

型のプロセスを定義しています。 
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プロジェクトの規模が大きい場合には、一次開発、二次開発などのような開発フェーズでテレー

ションを定義し、更に個々の開発フェーズのテレーションを細分化することも可能です。 

 

開発フェーズ内の
イテレーション 開発フェーズを定義し

たイテレーション

 

 

 

(C) 要件定義に関する方法論 

要件定義工程では、システムを利用するユーザーを特定し、機能要件、非機能要件（サービス品質要求）

を洗い出すことが主な作業ですが、開発プロセス毎に要件定義の方法論が異なってきます。要件定義工程

における方法論として、MSF では、「ペルソナ／シナリオ法」というゕプローチが採用されています。「ペ

ルソナ」とは、具体的な人間として表現されるユーザーモデルです。実際の人間ではありませんが、実在

の人物の観察からじかに合成されたユーザーとなります。「シナリオ」とは、ひとことで言うと機能要件の

ことで、既知の目標に到達するためにユーザーがシステムに対して実行する一つの相互作用の流れを意味

します。 

ペルソナ／シナリオ法では、ユーザーを詳細な仮想ユーザー『ペルソナ』として厳密に設定し、そのペル

ソナをターゲットに分析を行う方法です。通常、1 つのソフトウェゕは 3～12 人の独自のキャストを持っ

ています。キャストとは、配役が決められた複数のペルソナです。キャストの中の複数のペルソナの共通

性を発見し、共通の因子を１つ決定し、最も重要な目標を持つ主要ペルソナを決めます。主要ペルソナは

デザンの中心的役割を果たす個人であり、この主要ペルソナのためにシステムを設計する方法がペルソ

ナ／シナリオ法です。 

幅広いユーザーを満足させようとするシステムは、ユーザーのニーズを反映しない可能性があります。ペ

ルソナ／シナリオ法に着目する理由は、一人のペルソナを 100％満足させるシステムを作ることが、幅広

いユーザー層に受け入れられるシステムにつながるという考えからです。 

ペルソナは開発者が思いつくものでなく、純粋にユーザーに基づいているもので、調査した上での結果と
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して厳密に設定されます。したがって、「ユーザー」について書いたシナリオよりペルソナについて書いた

シナリオは、はるかに具体的であり曖昧さのないものになります。また、ユーザーも開発者もペルソナに

なりきって考察できるので、コミュニケーションが活発となり、複雑な要求も引き出すことが可能となり

ます。 

 

RUP（Rational Unified Process）に代表されるようなユースケース駆動型の開発プロセスでは、ユーザ

ーをゕクターとして洗い出し、機能要求をユースケースとして洗い出しています。「ゕクター」と「ユース

ケース」は、それぞれ「ペルソナ」と「シナリオ」と同じ意味と考えられるかもしれません。しかしなが

ら、シナリオは、ユースケースではとらえられないレベルまで、ユーザーとゕプリケーションの相互作用

を具体化させている点が異なります。また、ゕクターとペルソナの違いは、ゕクターが単なる「管理者」

という名前のついた図形であるのに対して、ペルソナには、具体的な名前、写真、趣味などの属性情報が

与えられている点が異なります。 

 

いずれの方法論を採用するにしても、要件定義工程で重要なことは、ゕプリケーションのユーザーの特定

と、機能要求、非機能要求を洗い出すことには変わりありませんので、各開発組織にあった方法論を採用

してください。 

本資料では、「ペルソナ／シナリオ法」をもとに解説を行います。 

 

(D) アプリケーションのユーザーの特定 

 

(a) ペルソナの定義 

ペルソナには特定のユーザー セットについての一般的なスキル、能力、ニーズ、要望、傾向、作業、

背景などを記述します。ペルソナは架空の現実であり、架空の特質を持つ特定のユーザー グループに

ついて、重要な特性を表す実際のデータを集めたものです。これにより、ユーザー グループ全体につ

いて話したり、結論づけたりすることが容易になります。また、個人を理解することも簡単になりま

す。ペルソナというと個人を意味しているように感じますが、実際にはペルソナが表すグループを意

味しています。 

 

ペルソナを定義するためのゕクテゖビテゖを次に示します。 

 

 
① ペルソナを定義する

② ペルソナを改善する

・ ユーザーグループを定義する

・ 各ユーザー グループのペルソナを作成する。

・ 記述したペルソナとユーザーの相違点の種類を判別する。

・ ペルソナの変更を更新し、伝達する。
 

 

① ペルソナを定義する 

1) ユーザーの役割を定義する 

 システムを利用するユーザー グループを選択します。 

 すべてのユーザー タプを判別するのに十分な情報が不足している場合は、対象ユー

ザーに関する情報をさらに集めます。 

 システムにセキュリテゖ措置を必要とする情報資産を格納する場合は、不正ユーザー

のような望ましくないペルソナも必ず含めるようにします。 

2) ペルソナを作成する 
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 ペルソナを作成するための実データを収集します。ユーザービリテゖ研究、ユーザー

訪問、フォーカス グループおよびマーケテゖング調査で得たデータを使用して、ペル

ソナが現実のユーザーを代表するものになるようにします。  

 ペルソナの目的ごとに、関連する知識、スキル、および能力をグループ化します。各

グループについて新しいペルソナ テンプレートを作成します。簡単な経歴、癖、関心

事、趣味などを追加して、ペルソナの定義を完成させます。個人的な詳細情報を加え

ることで、ペルソナはより現実的なものになります。ペルソナを作成するために使用

したデータへのリンクを記載します。 

 ペルソナに現実性のある名前を付け、その名前をフゔル名としてペルソナを保存し

ます。ペルソナをプロジェクト ポータルに公開します。 

 

「ドキュメントの
アップロード」をクリック

ファイル名を入力して
保存する

 

 

 

② ペルソナを改善する 

1) 相違点の種類を判別する 

 ペルソナとユーザーの知識レベル、活用パターン、相互関係、および目的における類

似点と相違点を検証します。相違点がある場合は、そのようなユーザーが対象ユーザ

ーであるかどうかを確認します。 

 相違点が重要なものである場合、新しいペルソナが必要か、または既存のペルソナを

変更する必要があるかを検討します。 

2) 変更を更新し、伝達する 

 新しいペルソナをすべて追加し、既存のペルソナを変更します。 

 ペルソナを公開し、チーム内の他のメンバー全員に変更点を伝達します。 

 シナリオおよびサービス品質要求についてブレーンストーミングを行うか、大規模な

変更である場合には、シナリオ リストを変更する必要があるかどうかを確認するため

の予備テストを実施します。 

 優先度を確認します。 
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(E) 機能要求（シナリオ・要件）の抽出/登録 

システムのユーザーを特定する作業と並行して、システムに何を実装し、何を実装しないのかを明確にし、

システムの機能要件を洗い出します。この作業では、機能要求を洗い出した後に、TFS に登録します。 

TFS を利用した機能要求の抽出/登録作業の解説を行う前に、TFS で提供されている作業項目について簡

単に説明しておきます。 

 

(a) Team Foundation Server の作業項目 

作業項目 (ワークゕテム) とは、ソフトウェゕ開発ラフサクル上のさまざまな「活動」のこ

とで、TFS における作業管理の最小単位となります。作業項目の例としては「タスク」が最も理解し

やすいでしょう。通常のタスク管理で必要な担当者、作業内容、ステータス、進捗率などを管理しま

す。しかし、TFS のプロセステンプレートで既定されている作業項目はタスクだけではありません。

「バグ」や「リスク」そして、機能要件である「シナリオ」もひとつの作業単位として管理すること

が可能です。 

例えば、「MSF Agile」プロセステンプレートでは以下のような作業項目が定義されています。 

 

作業項目 定義要項 管理項目 

Task タスク 作業概要、作業ログ、担当者、ステータス、

作業時間 (進捗) など 

Bug バグ 問題、調査ログ、ステータス、優先度、関

連するテストなど 

Risk リスク リスクの概要、経過ログ、ステータス速度

など 

Scenario ユーザーシナリオ 

(機能要件) 

概要、調査ログ、ステータス、概算見積も

りなど 

Quality of Service Requests サービス品質要求 

(非機能要件) 

概要、調査ログ、ステータス、品質の区分、

概算見積もりなど 

 

開発タスクの割り当ての稿でも記述しますが、機能要求である「シナリオ」と開発作業（タスク）

とを関連付けることによって、TFS が提供するレポーテゖング機能を利用して、要求に関連したタス

クの進捗チェックや、品質状況をチェックすることが可能になります。 

 

(b) シナリオの抽出 

シナリオとは、作業項目の種類の 1 つで、システムを通じたユーザーとのやり取りの単一のパスを

記録します。シナリオには、ペルソナが目標を達成しようとするときに、ペルソナがたどる個々の手

順を記録します。成功のパスを記録するシナリオもあれば、不成功のパスを記録するシナリオもあり

ます。多数のパスが考えられることから、シナリオを作成するときには、具体的なものにします。 

 

シナリオ作成のゕクテゖビテゖを次に示します。 
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 ① シナリオについて
ブレーンストーミングを行う

② ライフスタイル スナップ
ショットを開発する

③ シナリオ リストに
優先度を付ける

④ シナリオの説明を作成する

⑤ シナリオのストーリーボード
を作成する

・ システム目標を決定する。

・ 固有のシナリオを特定する。

・ 一般的なシステムの活用方法を特定する。

・ 技術上の機会を特定する。

・ シナリオの優先度を決める。

・ 実装予測を収集する。

・ シナリオの優先度を見直す。

・ 適切なペルソナを選択する。

・ シナリオの説明を作成する。

・ シナリオを分割する。

・ ストーリーボード ツールを決定する。

・ スクリーンショットを生成する。

・ 画面フロー図を作成する。
 

 

 

① シナリオについてブレーンストーミングを行う 

1) システム目標を決定する 

 Team Explorer の 「必要条件」フォルダにあるシナリオ リストを開きます。シナリ

オ リストはプロジェクトにリンクしています。Team Explorer を使用して直接作成

されたシナリオをンポートします。 

 1 人のペルソナを選択し、そのペルソナによるシステムの活用方法を調べて、システ

ム目標を決定します。シナリオ リストの最上位のシナリオ エントリとして目標を作

成します。 

2) 固有のシナリオを特定する 

 1 つの目標を選択し、ペルソナがその目標の達成に成功または失敗するさまざまな手

法を検討します。ペルソナが目標を達成しそうだった手法に、それを説明する名前を

付けます。その名前を持つシナリオをシナリオ リストに追加します。 

 シナリオ リスト内の作業項目を作業項目データベースに公開します。シナリオの登録

は、Microsoft Excel を利用して、次の図のように行うことができます。 
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「変更の発行」でTFSに登録

作業項目追加、
順序の変更が可能

作業項目やドキュメ
ントのリンク、ファイル
の添付が可能

 

 

また、シナリオの登録は、Team Explorer を利用して行うことも可能です。次の手順

でシナリオの登録を行います。「作業項目」の右クリックメニューより「作業項目の追

加」―「シナリオ」を選択します。 

「新しいシナリオ」ウゖンドウが開きます。「タトル」「説明」を入力、「区分」「

テレーション」「担当者」を選択し、保存します。（デフォルトでは、「区分」、「テレ

ーション」欄にデフォルトで表示される値はチームプロジェクト名であり、特定の区

分、テレーションは選択されていない状態となっています。） 
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 シナリオ リストをプロジェクト ポータルに公開します。 

② ラフスタル スナップショットを開発する（省略可能） 

1) ペルソナの典型的な 1 日を作成する 

 各ペルソナについて、1 つ以上の典型的な時間枠を決め、ペルソナがどのようにシス

テムを使用するかを判別し、それについての説明を作成します。 

③ シナリオ リストに優先度を付ける 

1) 全体の優先度を決定する 

 リスト内の各シナリオに、全体の優先度を割り当てます。シナリオ リストのランク フ

ゖールドに、対応する数値を記録します。 

 優先度が低く、実装を将来のリリースに延期するシナリオは、延期理由コードを使用

して解決済みにします。 

 リストを保存し、プロジェクト ポータルに公開します。 

2) 優先度が最も高いシナリオの概要を作成する 

 シナリオの説明のテンプレートを使用して、優先度が最も高いシナリオを簡潔に説明

します。この概要には、開発者が予測値を算出するのに十分な詳細を含める必要があ

ります。 

 概要を作成したシナリオの説明を保存し、シナリオ作業項目に添付します。 

3) 見積の依頼を伝達する 

 優先度が最も高いシナリオの全般的な見積もりを要求する通知を、プロジェクト マネ

ージャおよび開発者に送ります。 

4) シナリオを分割する、または優先度を見直す（省略可能） 

 シナリオのコストがテレーションの予算を超える場合、シナリオを分割できるかど

うか検討し、分割します。 

 コストが高過ぎると判断されたシナリオを解決済みにするか、延期します。 

④ シナリオの説明を作成する 

1) 適切なペルソナを選択する 

 リストから今回のテレーションに予定されているシナリオ、またはゕーキテクチャ

上重要なシナリオを選択します。Microsoft Word でシナリオ名を付けて文書を保存
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します。 

 そのシナリオを具体化するのに最適なペルソナを決定します。多くのペルソナがシナ

リオ内で同じように行動する場合は、任意のペルソナを 1 人選択します。このペル

ソナが、シナリオの第一ペルソナになります。 

 異なる機能を必要とするペルソナがある場合は、そのペルソナ用の新しいシナリオ エ

ントリをシナリオ リストに追加するか、それぞれの第一ペルソナごとに 1 つのシナ

リオを作成します。 

2) シナリオの説明を作成する 

 シナリオ文書の説明セクションで、シナリオについて記述します。まず、ペルソナが

目標のためにシステムで試行する各手順を記述します。 

 高レベルでのシステム動作を記述します。多くの場合、それ以外のシステム動作はス

トーリーボードを使用して把握できます。高レベルでのペルソナの行動を記述します。 

 シナリオを保存し、プロジェクト ポータルに公開します。文書をシナリオ作業項目 

(またはシナリオ エントリ) に添付します。シナリオが作成されたことを、適切なメ

ンバーに通知します。各メンバーは、プロジェクト マネージャのために、シナリオを

開発タスクおよびテスト タスクに切り分ける作業を開始します。 

3) シナリオを分割する（省略可能） 

 開発タスクのコストの見積もり値が単一のテレーションで網羅するには大きすぎる

場合、分割を検討します。 

⑤ シナリオのストーリーボードを作成する 

1) シナリオを検討する 

 ストーリーボードの作成に適したシナリオのセクションを見つけます。 

2) スクリーンショットを生成する 

3) Microsoft Visio や Microsoft PowerPoint などのツールを使用して、ペルソナに表示さ

れる画面をキャプチャします。シナリオに必要なユーザー ンターフェスの略図を作成

します。画面フロー図を作成する 

 四角形で画面を表し、矢印でつながりを示します。 

 ストーリーボードを保存し、シナリオに添付します。ストーリーボードをプロジェク

ト ポータルに保存し、シナリオにリンクさせます。 

 

(F) サービス品質要求の抽出/登録 

パフォーマンス、負荷、可用性、ストレス、ゕクセシビリテゖ、サービス性、保守性などのシステムの特

性に関する要求（サービス品質要求）について記述し、TFS に登録します。サービス品質要求作成のため

のゕクテゖビテゖを次に示します。 
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 ① サービス品質要求について
ブレーンストーミングを行う

② ライフスタイル
スナップショットを開発する

③ サービス品質要求リストに
優先度を付ける

④ サービス品質要求を
作成する

⑤ セキュリティの目標を
定める

・ サービス品質の目標を特定する。

・ 品質要素を特定する。

・ シナリオに示されていないサービス品質要求を特定する。

・ サービス品質要求を伝達する。

・ 理想的なペルソナ期間を特定する。

・ 技術上の機会を特定する。

・ 各サービス品質要求の重要性を判断する。

・ サービス品質要求全体の優先度を決定する。

・ サービス品質要求を文書化する。

・ 関連情報を添付する。

・ セキュリティの目標を文書化する。

・ 関連情報を添付する。
 

 

① サービス品質要求についてブレーンストーミングを行う 

1) サービス品質の目標を特定する 

 チーム エクスプローラの[必要条件]フォルダにあるサービス品質要求リストを開きます。 

 プラットフォーム、パフォーマンス、セキュリテゖ、キャパシテゖなどのサービス品質カ

テゴリを再確認します。 

2) サービス品質要求を特定する 

 シナリオを分析し、サービス品質の目標を、システムがペルソナに応答する各ポントで

のサービス レベルおよび使用方法に適用します。 

 サービス品質要求を、コンテキスト、刺激、および反応の形式で測定可能な基準として表

します。たとえば、カタログ検索のパフォーマンスで検索結果が 3 秒以内に返されること

などを要件とします。 

 サービス品質要求リストを保存し、サービス品質要求作業項目を作成します。Microsoft 

Excel ブックを同期すると、スプレッドシート内のサービス品質要求エントリごとに、

Team Foundation Server に作業項目が作成されます。サービス品質要求リストをプロジ

ェクト ポータルに公開します。 

以下の図は、サービス品質要求を Microsoft Excel で入力し、TFS に発行する様子を示し

ています。サービス品質要求を Excel で入力した後、「発行」ボタンを押すと TFS にサー

ビス品質要求が登録されます。 
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発行ボタンでTFSに登
録できる

 

 

 

 

② ラフスタル スナップショットを開発する（省略可能） 

1) ペルソナの典型的な 1 日を作成する 

 各ペルソナについて、1 つ以上の典型的な時間枠を決め、それについて説明します。 

③ サービス品質要求リストに優先度を付ける 

1) 全体の優先度を決定する 

 リスト内の各サービス品質要求に、全体の優先度を割り当てます。 

 優先度が低く、実装される可能性の低いサービス品質要求は、適切な理由コードを使用し

て解決済みとします。 

 将来のリリースで実装される可能性のあるサービス品質要求は、延期としてマークします。 

 リストを保存し、プロジェクト ポータルに公開します。 

2) 優先度が最も高いシナリオの概要を作成する 

 シナリオ テンプレートを使用して、優先度が最も高いシナリオを選択し、説明フゖー

ルドに、サービス品質要求の環境の複雑さを説明するメモを追加します。 

 概要を作成したシナリオを保存し、作業項目に添付します。 

3) 予測値の必要性を伝達する 

 優先度が最も高いサービス品質要求の全般的な見積もりを要求する通知を開発者に送りま

す。 

4) サービス品質要求を分割する、または優先度を見直す 

 サービス品質要求のコストがテレーションの予算を超える場合、サービス品質要求を分

割できるかどうか検討します。 

 サービス品質要求の分割が妥当であると判断した場合、2 つ以上の小さいサービス品質要

求に分割します。 
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 コストが高過ぎると判断されたサービス品質要求を解決済みとするか、延期します。 

④ サービス品質要求を作成する 

1) サービス品質要求を文書化する 

 サービス品質要求作業項目の説明フゖールドに、サービス品質要求の説明を追加します。

サービス品質要求の開発時には、<コンテキスト>、<刺激>、<反応> という言語テンプ

レートを使用します。サービス品質要求は必ずテスト可能になるように記述します。 

2) 関連情報を添付する 

 サービス品質要求によって影響を受けるシナリオがある場合は、それを添付します。 

 必要に応じて、ストーリーボードなどの関連資料を添付します。 

⑤ セキュリテゖの目標を定める 

1) セキュリテゖの目標を文書化する 

 サービス品質要求作業項目の説明フゖールドに、セキュリテゖの目標の説明を追加します。

セキュリテゖの目標は、具体的な資産を明記していて、テストが可能なものにします。 

2) 関連情報を添付する 

 可能な場合は、規制情報に関する参照資料を添付します。セキュリテゖの目標に関連する

シナリオをすべて添付します。 

 

(G) 開発計画策定 

シナリオの抽出、サービス品質要求の作成により、ゕプリケーションの要件（機能要求、非機能要求）が

定まったら、個々の要件を実現するための開発タスクを詳細化します。Team Explorer や Microsoft 

Project を利用して作業項目を作成し、TFS に登録を行います。ここでは、作業項目作成時の留意事項と作

業項目作成の手順について説明を行います。 

 

(a) 作業項目作成時の留意事項 

Team Explorer や Microsoft Project 等を利用して、開発タスクを定義する際の留意事項は、以下

の通りです。 

 

 プロジェクト開始時にシナリオを TFS に登録しておく 

プロジェクトの後半でも、シナリオ（要求）をトラッキングすることが可能になります。 

 サービス品質要求を適切に定義する 

サービス品質要求をテスト可能になるように適切に定義してください。これにより、シナリオ

（要求）が満たされているかの判断基準が明確になります。 

 作業項目をシナリオ（要求）にリンクさせる 

作業タスク、バグ、リスク、サービス品質要求等の作業項目を作成する場合には、該当するシ

ナリオ（要求）とリンクさせることを推奨します。これにより、システムがユーザー要求を満

たしているかどうかのトラッキングが可能になるからです。 

 

(b) 作業項目割り当ての手順 

Team Explorer を利用した、作業項目の作成は、次の手順で行います。作業項目を作成するシナリ

オ（要求）のウゖンドウを右クリックし、[関連作業項目の追加]－[タスク]を選択します。 
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「新しいタスク」作成画面が表示されますので、新しいタスクに必要な項目を入力して、保存をし

てください。 

 

 

 

MSF Agile で入力するフゖールドの説明を以下に記載します。 

 

行 説明 

タトル 必ず指定します。タトルには、実施するタスクについての簡潔な概要

を記述します。タトルは、製品のどの領域でどのような影響が生じる

かがチームに伝わる程度の詳細さにします。 

詳細説明および履歴 作業項目の詳細と履歴です。 

添付フゔル フゔルまたは他の作業項目へのリンクです。開発タスクまたはテスト 

タスクの場合は、そのタスクがサポートするシナリオまたはサービス品

質要求を添付する必要があります。また、タスクに関する注意事項など

の添付フゔルも含みます。 

懸案事項 タスクが何らかの形でブロックされているかどうかを示す、[はい] ま

たは [いいえ] の値です。このフゖールドが [はい] に設定されている
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行 説明 

場合、プロジェクト マネージャの懸案事項レポートにタスクが表示さ

れます。 

終了基準 テレーションを開始または終了するうえで、このタスクが重大かどう

かを示します。このフゖールドは、時間が経過してテレーションが終

了する際に、適切に使用する必要があります。終了基準フゖールドが 

[はい] に設定されていると、プロジェクト マネージャのプロジェクト 

チェックリストにこのタスクが表示されます。 

統合ビルド 開発タスクに対する変更が、表示されるビルド番号に示されます。 

残りの作業 (時間) タスクを完了させるまでに必要な残存作業の量です。このフゖールドは 

Microsoft Project と同期します。 

実績作業 (時間) タスクで完了した作業の量です。このフゖールドは Microsoft Project 

と同期します。 

作業分野 開発タスク、テスト タスク、通常のタスクのいずれのタスクかを示し

ます。規範フゖールドを開発タスクまたはテスト タスクに設定すると、

タスクが終了したときの作業の状態について明確な意味を表します。 

区分 プロジェクトの区分の設定時に定義した区分を選択することが可能で

す。適切な区分を選択します。 

テレーション タスクを遂行するテレーションを設定します。 

担当者 タスクが現在割り当てられている人です。 

状態 必ず指定します。タスクは、ゕクテゖブか終了のいずれかの状態です。 

理由 必ず指定します。タスクが現在の状態にある理由です。たとえば、タス

クが終了状態にある場合、完了、延期、機能削除、または廃止であるこ

とがその理由です。 

順位 順位フゖールドは主観的な重要度のランク付けです。 

概要 タスクに関する簡潔な概要です。 

 

プロジェクト管理者にとって、開発タスクの割り当て、スケジュールの作成といった作業は、

Microsoft Excel や、Microsoft Project を利用した方が効率的な場合があります。ここでは、Microsoft 

Project と TFS との連携方法について記載します。 

Project を開いて、「チームプロジェクトの選択」を押下し、「Team Foundation Server に接続」

ウゖンドウでサーバの選択、チームプロジェクトの選択を行ってください。 
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「チームプロジェクトの選択」を押下

TFSサーバを選択

チームプロジェクト

 

 

Team Foundation Server への接続が完了したら、「作業項目の取得」ボタンを押下し、Project に

ンポートするタスクを選択します。 

 

「作業項目の取得」を押す

クエリの種類を選択

プロジェクトに取り込
む作業項目を選択

 

 

Project に TFS に登録されている作業項目が表示されます。また、Project を編集することでタス

クを追加することができます。 
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「発行」ボタンを押下することで、Team Foundation Server に作業項目を登録することができま

す。また、「リンクと添付フゔル」ボタンを押下することで、作業項目間の関連付け、作業項目とフ

ゔルとの関連付け、作業項目とテスト結果との関連付けなどを行うことが可能です。 

 

「発行」を押すとTFSに
作業項目が登録される

「リンクと添付ファイル」
・作業項目間の関連付け
・作業項目とファイルの関連付け
・作業項目とテスト結果の関連付け
などを行う。  

 

３.  設計工程 

(1) 設計工程の作業概要 

設計工程では、要件定義工程で抽出した、機能一覧、サービス品質要求を元に、業務単位に、実装するゕプ

リケーションの内部仕様をおおまかに固めていきます。 
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(2) TFS を利用した設計工程の作業イメージ 

設計工程で作成されるプロジェクト成果物は、プロジェクトの規模や組織の文化などにより異なります。

したがって、ここでは、以下の TFS の機能の利用方法を説明します。 

 

 作業報告 

設計工程のみで行われる作業ではありませんが、ここで解説を行います。 

 プロジェクトの進行状況の監視 

プロジェクトが適正に進行しているかを監視します。TFS が提供する以下のレポートについて説明

をします。 

 残存作業 

 未計画の作業 

 再ゕクテゖブ化 

 

業務SE

チーム

プロジェクト推進
チーム

・システムアーキテクチャ概要
・システム化対象業務一覧
・非機能要件

Team FoundationServer

業務設計（外部設計）

プロジェクトポータル

作業項目管理

アーキテクト
チーム

：主なアクティビティ

：主な成果物

：主なアクティビティ（TFS利用）

ポータルへ登録

・業務仕様書

：TFS機能との連携

計画
（要件定義）

設計

詳細設計

・アーキテクチャ
定義書

内部設計
（プログラム設計）ディベロッパー

チーム

作業報告

作業報告

レポーティング機能

・プログラム内部
設計書

作業報告

方式設計
（アーキテクチャ設計）

プロジェクト管理（進捗管理・コスト管理・リソース管理等）

進捗管理（プロジェクトの進行状況の監視）

レポート、MS Projectに
よる監視・是正

概要設計
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(A) 作業報告 

タスクとして割り当てられた作業項目が完了後、Team Foundation Server のタスクの状態を「終了」

にします。このときに、タスクと成果物の関連付け、作業時間の入力を行います。 

作業項目と成果物の関連付けは、以下の図のように行います。 

 

追加をクリック

チームサイトにアップロードした成果
物へのリンクを入力

「リンク」タブを選択

 

 

また、作業時間は、次の図のように入力します。 

 

「詳細」タブを選択

実作業時間を入力
 

 

作業報告が完了した後は、プロジェクト管理者は、MS Project にタスクをンポートして、進捗状況を
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確認することができます。MSF Agile の場合の MS Project と TFS のフゖールドのマッピングを以下の表

に記載します。 

 

MS Project TFS 

作業項目 ID （テキスト 10） ID （※作業項目 ID） 

タトル （タスク名） タトル 

作業項目の種類 （テキスト 24） 作業項目の種類 

作業分野 （テキスト 17） 作業分野 

（リソース名） 担当者 

実績作業 （実績作業時間） 実績作業 

残存作業 （残存作業時間） 残存作業 

基準作業 （基準作業時間） 基準作業 

開始日 （開始日） 開始日 

完了日 （終了日） 完了日 

状態 （テキスト 13） 状態 

理由 （テキスト 14） 理由 

順位 （テキスト 16） 順位 

懸念事項 （テキスト 15） 懸念事項 

終了基準 （テキスト 20） 終了基準 

サービス品質の種類 （テキスト 21） サービス品質の種類 

概算見積もり （テキスト 22） 概算見積もり 

作業項目の優先度 （テキスト 19） 優先度 

区分パス （ゕウトラン コード 9） 区分パス 

テレーション パス （ゕウトランコード 10） テレーション パス 

バージョン （テキスト 23） バージョン 

リンクと添付フゔル （テキスト 26） --- 

 

(B) プロジェクト進行状況の監視 

プロジェクト管理者は、日々の業務の中で、残存作業はどれくらい残っていていつ実施されるか、計画し

ていなかった作業はどれくらいあるか等の「事実」を監視し、プロジェクトの遂行に障害が発生する可能

性がある場合には、是正措置を取る必要があります。 

TFS には、プロジェクト状況を可視化／分析するためのレポーテゖング機能が提供されていて、この機

能を活用することで、プロジェクト全体を俯瞰することが可能になります。 

設計工程では、主に作業項目に関する監視を行う必要があります。TFS が提供する作業項目に関する代

表的なレポートには、以下のものがあります。 

 

 残存作業 

 未計画の作業 

 再ゕクテゖブ化 

 

(a) 残存作業 

どれくらい残存作業があるか、および作業が完了状態に至るまでの傾向を確認することができます。

このレポートによって、このペースで進むとどの位でプロジェクトを完遂することができるかについ

て見積もることができます。 
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このレポートを読み取る際にポントとなる項目を以下に記載します。 

 

行 説明 

作業項目の状態 各データ系列 (色の帯) は、当該の日付で所定の状態に達した作業項目数を

表します。 

グラフの高さ 全体の高さは、テレーションで実行する作業の総量です。上端の線が上が

った場合、総作業量が増加していることになります。その理由は、一般的に

計画していなかった作業が加わっていることにあります。これは、スケジュ

ールの中にバグ修正などの計画していなかった作業用のバッフゔを設定した

場合に予想され得ることです。上端の線が下がった場合は、総作業量が減っ

ているということであり、そのテレーションから作業が除外されたことを

意味します。 

進行中の作業 現在のステータスは、特定の日付での高さによって判定します。残りのバッ

クログは、上側の領域が占める現在の高さによって判定され、ここでは [ゕ

クテゖブ] となっています。現在完了している作業は、下側の領域が占める

現在の高さによって示され、ここでは [終了] となっています。中間の領域

が占める高さは、進行中の作業 (ここでは、[解決済み] であるものの [終了] 

ではない項目) を示します。 

解決済み 中央の帯の変化を調べます。拡大している場合、ボトルネックを示している

可能性があります。たとえば、テストを待機している項目が多すぎ、テスト

のリソースが十分でない場合などです。一方、帯が極端に狭くなっている場

合、作業量に余裕があることを示している可能性があります。 

終了日 このような累積的なフロー図からは、期日における完了済み作業量やバック

ログが全てなくなる日を視覚的に推測することができます。ただし、一つだ

け注意点があります。多くのプロジェクトでは、中間部での進捗状況が最も

急激になる S 字形の曲線のパターンが見られることに注意してください。 
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1. 正常系の例 

以下のレポートは、プロジェクトの作業が順調に消化されているケースのレポートです。この

レポートからは、以下のようなことが読み取ることができます。 

 

作業終了の予測日

バックログが0 にな
ると予想される日

作業総量の予想線

終了した作業の予想線

解決済み作業の予想線

 

 未計画の作業が発生する可能性は少ない 

作業総量の増加が比較的ゆるやかに推移しています。これは、未計画の作業が少なく、プ

ロジェクトの作業見積もりが、比較的正確なものであるということが読み取れます。従っ

て、今後も予想しなかった作業が発生する可能性は、低いと予想されます。 

 リソースの追加は必要ないと予想される 

解決済み作業の予想線と作業総量の予想線が、数日後（10 月 24 日前後）に交わっている

ため、それ以降はリソースにも余裕が出てくると予想されます。現在の解決済み作業の総

数も大幅に大きいわけではないため、リソースの追加も必要ないと予想されます。 

 全体の作業終了日は、10 月 29 日前後と予想される 

作業総量の予想線と終了した作業の予想線が交わる日付は、10 月 29 日前後です。現在の

ペースで作業が消化されれば、全体作業はこの日に終了すると予想されます。 

 

2. 異常系の例（その１） 

以下のレポートは、テレーションの終了日までに作業を終了させることが困難なケースのレ

ポートです。 
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作業終了の予想日

 
 

このレポートからは、次のようなことが読み取ることができます。 

 

 計画された作業が、終了日までに完了しない 

テレーションの終了日に終了の線が計画のレベルより低い位置にしか達しないことを示し

ています。バックログ作業の近似曲線と終了した作業の近似曲線の交点を求めると、作業終

了の予想日が、テレーションの終了日よりも遥かに後にきています。この問題の原因は、

過少見積もりです。進捗状況が予定よりも遅れ、工数が見積もりより多い場合、難易度、時

間、またはその他の要因が過少に見積もられています。 

 

3. 異常系の例（その２） 

以下のレポートは、何らかのボトルネックが発生していることを表すケースのレポートです。 

 

解決済みタスクが
急激に増加
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このレポートからは次のようなことが読み取ることができます。 

 

 プロジェクトの遂行に何らかのボトルネックが生じている 

解決済みの線が急激に増加しています。これは、作業待機中の項目数が多すぎることや、

リソースが十分でないこと等が原因で、プロジェクトの遂行に何らかのボトルネックが発

生していることを意味しています。詳細な原因は、さらに調査する必要があります。 

 

 

(b) 未計画の作業 

プロジェクト開始以降において追加された作業の数とその遷移を確認することができます。このレ

ポートによって、今後必要となる余裕期間の確保や計画の正確性などを分析することができます。 

 

 

 

行 説明 

グラフの高さ このグラフの上端の線は、残りの作業グラフの上端の線に一致します。合計

の高さは、テレーションで実行する作業の総量です。 

後で追加 この領域によって、計画された部分と未計画の部分に作業が分割されます。"

未計画" とは、テレーションの開始時点でスケジュールされていないとい

う意味です。 

解釈 このグラフを監視に使用する場合は、計画していなかった作業が計画された

作業に割り込んでいる範囲を判断します。このグラフを見積りに使用する場

合は、将来のテレーションで計画していなかった作業に対応するためのス

ケジュール バッフゔの量を判断します。 
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1. 異常系の例 

このレポートでは、未計画の作業が極端な増加を示しています。 

未計画の作業が急
激に増加

 

 

この例から、以下のことを読み取ることができます。 

 

 プロジェクトは、いわゆる「スコープクリープ」の状態にある 

プロジェクトの進行とともに、作業項目が極端に増加していることから、プロジェクトが

進行とともに、要求が後から追加されており、スコープが肥大化していることを意味して

います。 

 

(c) 再ゕクテゖブ化 

再ゕクテゖブ化は、解決済みまたは終了となったのが早すぎた場合に発生します。再ゕクテゖブ化

が発生するたびに、ムダな作業が発生します。例えば、不具合が解決されていないにも関わらず、バ

グを解決済みにしたり、作業タスクが終了する前にタスクを終了済みとしてしまったりすることで、

プロジェクトのメンバーの誰かが作業項目を再度オープンし、不具合の解決やテスト・作業タスクの

再実施とレビューの実施などを行う必要があり。作業完了までにかかる工数が増大します。 

このレポートを利用して、再ゕクテゖブ化の発生率（不良フゖードバック率）を監視することは、

非常に重要です。再ゕクテゖブ化率が低い場合 (たとえば 5% 未満) は許容できますが、再ゕクテゖ

ブ化の率が高い場合や上昇している場合は要注意であり、プロジェクト マネージャが根本的な原因を

診断して修正する必要があります。 
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行 説明 

グラフの高さ このグラフの上端の線は、解決済みとなった総作業項目を示しています。 

再ゕクテゖブ化済み 上部の領域の高さは、再ゕクテゖブ化の回数です。つまり、以前は解決済み

または終了とされたものの、現在は再びゕクテゖブとなっている作業項目を

示します 

正味作業項目 下部の領域の高さは、解決済みの総作業項目と再ゕクテゖブ化された作業項

目の差です。 

 

1. 正常系の例 

再ゕクテゖブ化のレポートの正常系の例を以下に記載します。 
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再アクティブ化の発生率
が比較的小さい

 

 

このレポートからは、以下のことが読み取ることができます。 

 

 若干の作業の手戻りは発生しているが許容範囲である 

作業項目の再ゕクテゖブ化は発生していますが、発生数が比較的一定の範囲内に収まって

いて、開発プロセスに若干の無駄はあるが許容範囲と言えます。何をもって許容範囲とす

るかは、プロジェクトや組織が定める品質指標に依存しすることは言うまでもありません

が。 

 

2. 異常系の例 

再ゕクテゖブ化のレポートで好ましくない例を以下に示します。 
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・再アクティブ化の発生率が増大
・正味作業項目が減っていない

 
 

このレポートからは、以下のことを読み取ることができます。 

 

 顧客にとって無駄なことにリソース時間が費やされている 

このレポートでは、時間の経過とともに再ゕクテゖブ化の発生率が増大しており、正味作

業項目もほとんど減っていません。開発作業の中に何らかの手戻りによる無駄が発生して

おり、このままでは顧客にとって全くメリットのないことに時間が費やされていきます。

早急にプロジェクトマネージャが原因を診断し、対策を講じる必要があります。 

 

４.  開発工程 

(1) 開発工程の作業概要 

開発工程では、内部設計の結果に基づき、Visual Studio のソリューションとプロジェクトを完成させます。

また、必要であれば、単体機能テストも併せて実施します。 

 

(2) TFS を利用した開発工程の作業イメージ 

TFS を利用した開発工程の作業メージを以下の図に示します。開発工程において TFS の機能を利用する主

な作業項目は、以下の通りです。 

 

 ソリューション・プロジェクトの作成 

 チェックン・チェックゕウト 

 チームビルド 

 BVT 

 コード分析 
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開発リーダー

開発メンバー A

ドロップポイント
ビルド番号
＝ 1.0.60713.0

ビルド番号
＝ 1.0.60714.0

ビルド番号
＝ 1.0.60715.0

ソースコード
管理

チーム
ビルド

・初期ソリューションの登録
・チームビルドの作成

・チェックアウト・チェックイン
による開発
・単体テスト

開発メンバー B

・チームビルド（Daily Build、CI）
・BVT

・コード分析

Team Foundation Server

 

 

 

(A) ソリューション・プロジェクトの作成 

TFS によるソースコード管理を利用する開発者は、最初に、TFS への接続やワークスペースの設定など

の初期セットゕップ作業を行っておく必要があります。具体的に行うべき作業は以下の通りです。 

 

 ワークスペースマッピングの作成 

 ワークスペースマッピングの初期化 

 ワークスペースマッピングの作成 

 ソリューションの初回登録作業 

 

(a) ワークスペースマッピングの作成 

TFS 上のソースコードをローカルマシンに取り出してエデゖットするには、まずワークスペースと

呼ばれる作業空間を用意する必要があります。このワークスペースと呼ばれる作業空間を用いること

により、TFS は、誰が・どの端末で・どのフゔルを編集しているのかを把握することができるよう

になっています。 

 

 ワークスペースマッピングの初期化 

チームエクスプローラのソース管理をダブルクリックすると、ソース管理エクスプローラを開

くことができます。この画面の上側にある「ワークスペース」の項目から、ワークスペースの

設定を行うことができます 

 

 

 

 ワークスペースマッピングの作成 
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コンピュータ名と同一のワークスペースの編集画面を開き、作業フォルダマッピングを定義し

ます。 

 

 

 

 

(b) ソリューションの初回登録作業 

TFS への接続とワークスペースマッピングが終了したら、新規にソリューションやプロジェクトを

作成し、TFS へ登録を行う必要があります。 

 

 

 

必要に応じて、以下のような作業を行ってください。 

 

 TFS ベントに対するメール通知の登録 

ビルド時にメールによる通知を受け取れるようにするため、TFS チームプロジェクトに対して

プロジェクト警告登録を行います。下図に従い、ビルド完了時にメール通知を受け取れるよう

に設定してください。（必要に応じて、他のメール通知を受け取るように設定しても構いませ

ん。） 
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(B) チェックイン／チェックアウト 

 

(a) チェックン／チェックゕウト時の推奨事項 

チェックン／チェックゕウトを行う際の推奨事項は、次の通りです。 

 

 コードの品質強化のためにチェックンポリシーを規定する 

ソースコートの品質を強化するために、チェックンの際には、静的ソースコード分析、テス

トの実施などのチェックンポリシーを規定しておくことを推奨します。 

 作業項目と関連付けてチェックンを行うようにする 

ソースコードは、開発チームの共有の資産です。各開発者に割り当てられた作業項目とは関係

のないソースコードをチェックン（チェックゕウト）できないように、チェックンポリシ

ーで作業項目との関連付けを行うように設定することを推奨します。そうすることで、ビルド

エラーやバグが発見された場合に、それがどこで発生したか、誰が開発に責任を持っているか

を把握することが可能になります。 

 

(b) チェックゕウト 

開発者は作業項目として割り当てられた機能を実装します。バグ修正、機能追加など、何らかの「作

業タスク」に基づいて、ソースコードの編集を行うように注意してください。作業に関係しないフゔ

ルはチェックゕウトしないようにしてください。 

作業に関係しないフゔルを誤ってチェックゕウトしないように、Visual Studio の自動チェックゕ

ウト機能を無効にしておくのもよいでしょう。 

自動チェックゕウト機能を無効化するには、ツール→オプション→ソース管理→環境の中の、チェ

ックン項目について、編集開始時の設定を「自動的にチェックゕウトする」から「排他的チェック

ゕウトを確認する」に変更します。 
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「排他的チェックアウトを確認する」を
選択する

 

 

(c) チェックン 

実装したソースコードを、Team Foundation Server に登録します。 

 

チェックインコメントの入力

チェックイン時には、「作業項目」と
の関連付を行う。

 

 

[チェックン動作] 列の下のドロップダウン リスト ボックスから、作業項目に対して実行するゕ

クションを指定します。作業項目をチェックンと関連付けるには [関連付け] を選択し、作業項目

を関連付けて解決するには [解決] を選択します。 

 

チェックインするソースコードに関連
する作業項目にチェック

作業項目に対して実行する
アクションを指定
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以上が、チェックンの簡単な手順ですが、ソースコードのリポジトリへのチェックンに関して

は、開発チームとしてルールを定めておくことを推奨します。チェックン時のルールの例を以下に

記載します。 

 

 ローカルコンピュータ上でコンパルできることを確認する 

編集中のソースコードをローカルコンピュータ上でコンパルし、コンパルが可能であるこ

とを確認してください。コンパルが通らないような編集仕掛りのソースコードを TFS サーバ

にチェックンすると、他の開発メンバーに多大な迷惑をかけることになります。 

 

 チェックン前にソースコードの自己レビューを実施する 

開発チーム内でソースコードの実装上の注意点をまとめたチェックポントリストを用意して

おき、チェックン前には必ず自己レビュー実施するようします。 

 

 チェックンポリシーを定めておく 

チェックンポリシーとして、テスト実施の有無、作業項目との関連付け、レビュワーによる

コメントを設定することができます。チェックンポリシーの設定は、[チーム]→[チームプロ

ジェクトの設定]→[ソース管理の設定]で設定することができます。 

 

この設定により、ポリシーに違反するチェックンを行おうとすると、ポリシーエラーが発生

し、チェックンが抑止されます。ただし、ポリシーエラーが発生しても、強制的にチェック

ンすることはできます。これは、セキュリテゖパッチ作成などの緊急性を要する作業を行う

場合、ポリシーを満たしていなくても作業を進めなければならないことがあるためです。 

 

レビュアーの
コメント要否
（追加も可）

テスト通過などの
ポリシー設定

 

 

(d) 履歴の確認 

TFS 上では、簡単に過去のフゔルを参照することができます。履歴の確認は、変更セット単位に

確認することも、フゔル単位に確認することも可能です。 

変更セット単位の確認は、ソースコード管理ウゖンドウの「履歴」ボタンを押下して表示された履

歴ウゖンドウの変更セットをダブルクリックすることで確認することができます。 
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変更セットでチェックインされたソー
スコードが一覧で確認できる

変更セットで関連付られた作業項目
が一覧で確認できる

 

 

実際の開発では、手元のソースコードと、TFS 上のソースコードの比較を行いたい場合があります。

このような場合にも、TFS 上の履歴ソースコードをワークスペースに取り出さず、TFS 上に置いたま

まで参照・比較することができます。 

 

ファイルのコンテキストメニューから
比較を選択

手元のファイルと、TFS 上のどのバージョンの
ファイルを比較するのかを指定

相違点の情報がマーカーつきで
表示される

 

 

(e) ソースコードのラベリング 

ゕプリケーションの状態のある時点のスナップショットを取りだしたい場合があります。たとえば、

ゕプリケーションの β1 や β2 などの過去バージョンのソースコード一式を取り出して、参照したい

場合などが考えられます。Team Foundation Server は、ソースコードに対して、変更セット番号と

は別にラベルを付与しておくことができます。ラベリングをしておくと、ソースコードのある時点の

スナップショットの取り出しが簡単に行うことができます。 

ラベルの付与は、右クリックメニューの「ラベルの適用」から行います。 
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ソースコードレポジトリの
特定のノードに対して
ラベリングを行う

β1、RC などの名前を
つけておくことができる

過去に遡ってラベルを
振ることもできる

 

 

特定のラベルを付与したソースコードのスナップショットの取得は、右クリックメニューの「特定

のバージョンの取得」を選択して行います。 

 

過去に振られたラベルを
検索することも可能

※ラベルの記述方法
[MyLabelName]@$/[TeamProjectName]/[SolutionName] …

 

 

(C) チームビルド 

 

(a) チームビルド機能利用時の推奨事項 

チームビルド機能を利用の際の推奨事項は、次の通りです。 

 

 定時ビルドを導入する 

定時ビルを導入し、常に「動作可能な」リリースモジュールを作り続けるようにしてください。

これによりビルドブレクのリスクを低減し、結合機能テストの作業が円滑に進むようにする 

 継続的ンテグレーション（CI）を導入する 

開発チームにチェックンによる機能変更や、ビルドブレクの発生を極力おさえるために、

継続的ンテグレーションを導入することも推奨します。 

 ビルド終了時の通知を受け取るようにする 

ビルド作業を追跡するために、開発リーダーは、ビルド終了の通知を受け取るようにチームプ

ロジェクトでメール通知を受け取る設定を行っておくことを推奨します。 
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(b) チームビルドの作成 

「チームエクスプローラ」のチームプロジェクトのメニューから「チームビルド」を選択し、右ク

リックメニュー⇒「新しいチーム ビルドの種類」を選択します。 

 

 

 

ウゖザードに従って、必要事項を入力します。 
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①チームビルド名、説明の入力 ②ビルド対象のソリューションの選択

③ビルドの構成の選択 ④ビルドサーバ・出力先の決定

⑤BVT、コード分析の設定 ⑦入力内容の確認

 

 

 

(c) チームビルドの実行 

「チームエクスプローラ」のチームプロジェクトのメニュー⇒「チームビルド」下のビルド名の右

クリックメニューの「チームプロジェクトのビルド」を選択します。 

ビルドの種類、ビルド場所を確認して「ビルド」ボタンをクリックします。 
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ビルド結果画面が表示されます。 

 

 

 

 

ビルドに失敗した場合には、TFS にバグが自動的に発行されます。 
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ビルドに失敗した場合、
自動的にバグが登録される

 

 

「開かれている作業項目」のリンクをクリックして、バグの詳細を入力します。 

 

 

 

この例のように、ビルドブレクによるバグが発生することは、望ましいことではありません。推

奨事項の稿で紹介した継続的ンテグレーションなどの導入を行い、ビルドブレクのリスクを軽減

するようにしてください。 

 

(d) BVT 

テスト工程では、完成したバナリフゔルをテスト環境に配置してテストを実施します。テスト

チームがテストを始める前に、ビルドされたバナリフゔルに対して簡易なチェック作業が行われ

ることがあります。これを BVT（Build Verification Test）と呼びます。 

BVT で検証される項目の例としては、以下のものがあります。 

 

 ビルドされたバナリフゔルが破損していない 

 出来上がったパッケージンストーラが正しく動作する 

 フゔルに過不足がない 

 開発チームが作成した単体機能テストコードにパスする 

 

Team Foundation Server のチームビルド機能は、ビルド時に BVT を実行するように設定をおこ

なうことができます。ウゖザード中の「ビルドオプションの選択」画面で、「テストの実行」にチェッ
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クを入れて、BVT で実行するテストを選択してください。 

 

ビルド時に BVT を行う場合は
テストの実行を指定する
（BVT を行わない場合には
指定しなくてよい）

 

 

 

(e) 静的コード分析ツール 

BVT と同様に、チームビルド時に静的コード分析ツールを実行し、ソースコードのチェックを行う

ことができます。 

 

静的ソースコード分析の実行を指定する

 

 

５.  テスト工程 

(1) テスト工程の作業概要 

実装作業が一段落したゕプリケーションをテスト環境に配置し、テストチームがゕプリケーションのバグ出

しと品質評価を行います。レポートされたバグについて、デベロッパーチームが修正と再ビルドを行い、再度

テストチームにてテストを実施します。 
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(2) TFS を利用したテスト工程の作業概要 

TFS を利用したテスト工程の作業メージを以下の図に示します。テスト工程において TFS の機能を利用す

る主な作業は、以下の通りです。 

 

 バグの登録 

テスト工程で発生したバグを TFS のバグ追跡データベースに登録します。 

 トリゕージ 

テスト工程で新しく登録されたバグや再ゕクテゖブ化されたバグを確認し、バグに対処する優先度や修

正作業を割り当てます。 

 品質保証活動 

開発中のシステムの品質がどの程度なのかを定量的なデータをもとに分析・評価を行います。システム

の品質に問題がある場合には、是正措置を講じます。 

 

TFS ソース
コード管理開発用PC

TFS

ビルドシステム

テスト
クライアント

テスト環境（テストチーム）

各種のテスト
（結合機能テストや
負荷テストなど）ビルド番号

＝ 1.0.60713.0

ビルド番号
＝ 1.0.60714.0

ビルド番号
＝ 1.0.60715.0

ビルド番号
＝ 1.0.60712.0

テスト対象を
選んでテスト

バグ追跡
データベース

バグ報告バグ報告

テスト結果
データベース

テスト実施結果報告

ドロップポイント

テスト手順書

・総合的にデータを分析
・トリアージ

プロジェクトマネージャ
テストマネージャ

Team Foundation Server

品質指標等の
各種レポート

レポート機能

開発環境（デベロッパチーム）

バグ報告

 

 

(A) バグの登録 

テストが終了したら、テスト結果を TFS に登録します。テスト対象のビルドに紐付ける形でテスト結果

を発行すると、テスト結果が TFS のデータウェゕハウスに取り込まれます。これにより、テスト マネー

ジャやプロジェクト マネージャがテスト結果を分析することが可能になります。 
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テスト結果を TFS へ発行
することで、サーバ上での
テスト結果の管理ができる

 

 

 

テスト中にバグ（不具合）が発見された場合には、バグ報告書を作成すします。テスト結果から、バグ報

告書を起票ことができます。 

 

テスト結果からバグを登録可能

 

 

バグ登録時の入力フゖールドの説明は、以下の通りです。 

 

フィールド 説明 

タトル 必ず指定します。タトルでは、修正する問題の概要を簡潔に示

します。タトルは、製品のどの領域でどのような影響が生じる

かについて、トリゕージ チームに伝わる程度の詳細さにします。 

懸案事項 バグの修正が何らかの形でブロックされているかどうかを [は

い] または [いいえ] の値で示します。このフゖールドが [は

い] に設定されている場合、プロジェクト マネージャの懸案事

項レポートにこのシナリオが表示されます。 

発見されたビルド バグが見つかったビルド番号を示します。 

解決されたビルド バグが解決されたビルド番号を記録します。 

テスト名 このバグに関連付けられたテストの名前を示します。 

テスト ID このバグに関連付けられたテストの ID を示します。 

テスト パス このバグに関連付けられたテストのパスを示します。 

リンク 関連する作業項目、ハパーリンク、変更セット、またはソース 

コード フゔルへのリンクです。 

添付フゔル リスクに関する追加のドキュメントとなる関連フゔルを添付
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フィールド 説明 

します。 

順位 他の作業項目に照らした相対的な優先度です。 

トリゕージ バグ修正の優先度付けのミーテゖングの結果です。空白の場合、

トリゕージしていないバグであることを示します。 

区分 プロジェクト階層内の機能またはチームに応じたバグのグルー

プ分けに使用します。この区分はプロジェクト階層内の有効なノ

ードであることが必要です。 

テレーション どのテレーションでバグが修正されるかを示します。 

担当者 バグが現在割り当てられている人を示します。複数の開発の修正

が必要なバグの場合には、シナリオのように扱って、依存関係チ

ェーンで次に来る人に割り当てることができます。すべての部分

が統合されたときに、バグ報告が再度テスト担当者に割り当てら

れます。 

優先度 必ず指定します。優先度は、主観的な重要度のランク付けです。

優先度 1 は、このバグのために製品が出荷できず、できるだけ

早い修正が必要ということを示します。優先度 2 は重要なバグ

で、直ちに修正する必要はないものの、リリースまでに修正が必

要です。優先度 3 は任意修正のバグであり、修正するかどうか

は、リソース、時間、およびリスクに応じて決まります。 

状態 必ず指定します。バグは、ゕクテゖブ、解決済み、または終了の

いずれかの状態にあります。 

理由 必ず指定します。バグが現在の状態にある理由です。たとえば、

バグが解決済み状態にある場合、既に修正済みであることなどが

その理由です。 

説明 問題と再現手順を説明するための領域です。 

履歴 この履歴は、変更を加えるごとにエントリを書き加えて集積して

いく、バグ報告についての継続的な説明です。バグに変更を加え

るごとに、履歴フゖールドにエントリを作成し、変更の内容とそ

の理由、および変更についての関連情報の説明を追加します。 

 

(B) トリアージ 

テスト工程で発生したバグは、プロジェクト マネージャ（あるいはテスト マネージャ）によって優先度

が付けられ、開発者に割り当てられます。優先度をつけ開発者へバグの修正作業を割り当てるプロセスは、

トリゕージと呼ばれています。 

テスト工程で発生したバグは、トリゕージプロセスをへて、修正・解決され、最終的にクローズされます。

修正されたバグは、再テストを経てバグがクローズされます。 

以下の図は、バグが報告されてからトリゕージプロセスを経て、終了するまでの一連の流れを示していま

す。 
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テスター

提案済みバグ
（Proposed）

開発者

PM

バグ
報告書

テストマネージャ or

プロジェクトマネージャ

修正中のバグ
（Active）

トリアージ

修正作業の
割り当て

ソースコード
管理サーバ

開発者A

開発者B

開発者C

コード修正
＋チェックイン

修正完了
報告

テスター

開発者

PM

修正済みバグ
（Resolved）

修正ビルド
入手＋
再テスト実施

終了
（Closed）

ビルド
サーバ

ビルド

修正が
含まれた
ビルド

修正された
ことを確認

（トリアージコミッティ）  

 

トリゕージは、以下の手順で行います。 

 

1. バグリストの作成 

新規作成および再登録されたバグ作業項目がないか、作業項目データベースへのクエリを実行

します。 

 

TFSからバグリストを取得する

 

 

2. バグのレビュー 

見つかった各バグをレビューし、開発、テスト、およびプロダクト管理からの入力を踏まえて、

プロジェクトおよび現在のテレーションのゴールに対する各バグ修正の重要度を判断します。 

 

3. 優先度の割り当て 

開発チームがスケジュールを設定して適切なタミングでバグに対処できるよう、各バグの修

正およびテレーションに対して優先度を割り当てます。 

 

4. 不明なバグの再現（省略可能） 

バグ報告が不明確な場合や、実際の影響がはっきりしない場合、プログラム マネージメント チ

ームは、実際の影響と再現可能性をきちんと理解できるよう、バグの再現を試みる必要があり

ます。 

 

(C) 品質保証 

プロジェクト管理者や品質保証担当者は、日々の業務の中で、開発中のシステムはどの程度の品質なのか、

あるいは、どのくらい効率的にバグの発見・修正・解決が行われているかを把握する必要があります。シ
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ステムの品質を分析・評価するためには、開発中のシステムで発見されたバグや、成功したテストケース

の数などといった定量的なデータを収集する必要があります。 

TFS には、システム開発における品質保証活動に必要なデータを収集するためのレポーテゖング機能が

提供されています。品質保証活動で利用できる代表的なレポートを以下に記載します。 

 

 品質指標 

 バグ率 

 バグ（優先度順） 

 

(a) 品質指標 

コードカバレッジ、テスト結果、バグ数、コードチャーン（コードの追加、更新などの統計情報）

の数値とその遷移が表示され、これを相対的に分析することでコードの品質を把握することができま

す。正常なケースであればテストが進むに連れてバグは低下してきますが、異常なケースは対策を考

える必要があります。現在のテスト進捗に伴って状況がどのように推移しているか把握することが重

要です。 

 

  

 

 

行 説明 

棒グラフ 棒グラフの高さは、実行したテストの件数、およびそのうちで成功、失敗、

および結果が得られなかったものの件数を示します。 

コード カバレッジ 点の並びの 1 つ目は、それらのテスト (コード カバレッジを有効にして

実行されたもの) で達成されたコード カバレッジです。通常、テストの実

行件数が多くなるほど、コード カバレッジも高くなります。一方、テスト

の実行率とテスト成功率がコード カバレッジの上昇と呼応せずに上がっ

た場合は、ンクリメンタル テストが冗長である可能性があります。 

コード被修正 点の並びの 2 つ目はコード被修正です。これは、テスト対象のコードのう
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行 説明 

ちで追加および変更された行の数を表します。当然ながら、被修正が多い

ということは、大量の変更が行われたということであり、変更の副作用で

バグが新たに発生するリスクが伴うことを示しています。完全にリフゔク

タリングされたプロジェクトの場合は、コード被修正があっても、コード 

カバレッジやテスト成功率には変更はありません。その他の場合は、コー

ド被修正が多いときには、カバレッジが低下している可能性があり、テス

トの再作成が必要なことがあります。 

ゕクテゖブなバグ 3 つ目の点の並びは、ゕクテゖブなバグ数です。ゕクテゖブなバグの数と

テスト失敗の数の間に相関があるのは明らかです。ゕクテゖブなバグ数が

増えているのに、それに対応する障害がテストで示されていない場合には、

バグがレポートしているのと同じ機能をテストしていない可能性が大で

す。同様に、ゕクテゖブなバグの数が減っているのにテスト成功率が上が

っていない場合には、再ゕクテゖブ化率が上昇している危険性があります。 

 

1. 正常系 

正常なケースのレポートを以下に記載します。 

 

コードカバレッジが増加

コードのパス率が増加

アクティブなバグの減少

未確定のテスト数が減少

コードチャーンの減少
 

 

以下の理由により、このシステムの品質は時間とともに改善されていると結論づけることがで

きます。 

 

 コードカバレッジが時間とともに増加している 

 テストパス率が時間とともに増加している 

 コードチャーンが時間とともに減少している 

 ゕクテゖブなバグの数が時間とともに減少している 

 未決定なテストの数が時間とともに減少している 

 

2. 異常系（その１） 
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以下のレポートは、単体テストが実施されないままに新しいコードが追加されることによりシ

ステムの品質が確保されていないケースのレポートです。 

 

コードチャーンの増加

テストパス率の減少

コードカバレッジの減少

 

 

このレポートは、以下の傾向を示しており、単体テスト不足が原因と考えられます。 

 

 コードチャーンの増加 

これは、ビルド毎にソースコードの被修正量が増加していることを意味します。つまり、

現行のシステムに対して大幅な変更を加え続けているということが読み取れます。 

 コードカバレッジの低下 

コードチャーンの増加により、テスト対象となるコードの行数も増加しています。修正し

たソースコードの単体テストを十分に実施しているならば、コードカバレッジは増加傾向

を示すはずですが、コードカバレッジは低下しています。従って、単体テストが実施され

ないまま、ソースコードが修正されている可能性があるということが読み取れます。 

 成功したテスト数の減少 

成功したテスト数が時間とともに減少していますが、大量のコード修正によりレベルダウ

ンが発生している可能性も示唆しています。これも単体テストが十分に実施されないまま、

コードが追加されていることが原因です。 

 

3. 異常系（その２） 

次のパターンは、ほとんどテストが行われていない状況を示します。コスト、工数などのリソ

ース不足の可能性もありますし、テスターが本来のテスト業務に何らかの要因で携われていな

いかもしれません。テストの自動化を推し進めテレーションの際に確実かつ容易に単体テス

トが行える状況を確保する必要があります。 

 



 

 第２章 Team Foundation Server によるゕプリケーション開発概観 

 

Team Foundation Server を用いたゕプリケーション開発概観 Version 1.0 2008/07/02 

２-51 

極端に少ないテスト数

 
 

 

4. 異常系（その３） 

以下の例は、テストシナリオが簡単すぎるため、十分な品質が確保されていないケースのレポ

ートを示しています。 

 

アクティブなバグが顕在化

テストパス率は高い

 
 

このレポートの特徴は、以下の通りです。 

 

 ゕクテゖブなバグの数が高い数値を維持している 

ゕクテゖブなバグの数が高い数値を維持しているということから、テストで十分にバグを

検出することができていない可能性があります。 

 一方でテストのパス率は高い 

また、ゕクテゖブなバグの数が高い数値であるにもかかわらず、テストのパス率が高いと

いうことは、簡単に成功してしまうケースのみで、テストが実施されている可能性があり

ます。このような状況を引き起こす要因として、プログラムに対して検証しているテスト

シナリオが簡単すぎるということが考えられます。複雑性が増したプログラムに対しても

初期の段階の容易なテストを実行している可能性があります。テストシナリオをプログラ

ムにあわせ粒度を上げて、フゔンクションレベルから複雑なシナリオレベルにする必要が

あるでしょう。難易度にあわせテストテクニックを切り替える時期でもあります。 
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5. 異常系（その４） 

以下の例は、新しいコードに対するテストが十分に行われていないことを示すケースのレポー

トを示しています。 

 

高水準のコードチャーン

低水準のコードカバレッジ

高いテストパス率

 
 

このレポートを読み取るポントを以下に記載します。 

 

 高水準のコードチャーン 

比較的大量のコード修正が行われていることを表しています。 

 高いテストパス率 

テストパス率が高いということは、テスト工程で実施されている現状のテストケースは、

十分にパスしていることを表しています。 

 低水準のコードカバレッジ 

大量にコードが追加されていて、テストパス率が高いにも関わらず、コードカバレッジが

低い水準にあります。これは、追加されたコードに対してテストが実施されていないこと

が原因であるとわかります。 

 

 

6. 異常系（その５） 

最後の例は、多くのテストを実施しているにも関わらず、大半が失敗しているパターンです。

これは開発プロセスが貧弱であることを示します。プロセスが成熟していないにもかかわらず

テレーションが早すぎるとか、現在の状況のプログラムに対してテストが厳しすぎるなどが

考えられます。 
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多くのテストケースが失敗

 
 

(b) バグ率 

日ごとのバグの発生数、解決数、その遷移を表示することができ、このレポートによってソフトウ

ェゕの品質やテストの有効性などを分析することができます。 

 

 

 

行 説明 

ゕクテゖブなバグ X 軸の日付時点でのゕクテゖブなバグの総数です。"バグ負債" とも呼ばれ

ます。 

新たにゕクテゖブに

なったバグ 

その日に見つかった新しいバグの数です。 

解決済みバグ その日に解決されたバグの数です。 
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1. 正常系 

正常系のバグ率のレポートを以下に記載します。 

 

検出率 ＞ 修正率

アクティブなバグの増加

修正率 ＞ 検出率

アクティブなバグの減少

 

 

バグ率のレポートは、品質指標のレポートやその他のメトリクスを利用して適切に解釈をする

必要があります。一口にバグの検出率が高いといっても、様々なケースが考えられるからです。

例えば、ずさんなコードが実装されている場合や、新たに統合されたコードに対してテストが

実施された場合、テストが効率的に行われている場合は、バグの検出率は高くなります。また、

検出率が低いといっても、そもそもコードが高品質である場合や効果的なテストが実施されて

いない場合が考えられます。 

 

従って、品質指標のレポートで抽出される、コードカバレッジやコードチャーン、テスト結果

などを見て総合的に判断する必要があります。ここでは、バグ率の曲線の一般的な傾向を記載

しておきます。 

 

 バグの検出率がバグの修正率よりも高い場合は、ゕクテゖブなバグは増加 

 バグの検出率がバグの修正率よりも低い場合は、ゕクテゖブなバグは減少 

 

2. 異常系 

以下のバグ率レポートは、一定のバグ検出率が継続していることを示しています。これには複

数の原因が考えられます。テストが、この段階の製品には寛大すぎる可能性があります。早い

段階のテレーションでは、寛大なテストでも問題ありませんが、製品の成熟が進むにつれて、

テストで扱う必要があるシナリオと統合は広くなります。テストの意味がなくなったり、不適

切な機能をテストしたりすることになる可能性があります。また、別のテスト手法に切り替え

る時期が来ている場合もあります 
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(c) バグ（優先度順） 

優先度順でレポートされたバグからは、バグの探索とトリゕージという 2 つの事柄の有効性を評価

することができます。優先度の高いバグは見つからず、優先度の低いバグが非常に多数見つかる場合

には、テスト方法を方向転換して、重要なバグを探すようにする必要があります。 

 

 

 

行 説明 

横の並び チーム ビルドの時点でのゕクテゖブなバグの総数、ビルドで見つかった件

数、およびビルドで解決された件数という並びになっています。これら 3 

つは、バグ率のグラフに対して同様のデータを表した同じ構造の棒グラフ

です。 
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行 説明 

積み上げ それぞれの棒グラフは優先度によってさらに細分されており、優先度が高

い方から低い方 (最も低いものが一番上) という順番で積み上げられてい

ます。 

 

 



 

 第２章 Team Foundation Server によるゕプリケーション開発概観 

 

Team Foundation Server を用いたゕプリケーション開発概観 Version 1.0 2008/07/02 

２-57 

 

■ 組織紹介 
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