
Visual Studio 2005 で実現する 

高品質なソフトウェア開発 

マイクロソフトマイクロソフト株式会社株式会社  
デベロッパーデベロッパー&&プラットフォームプラットフォーム統括本部統括本部  
岩出岩出  智行智行  
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  システムシステムののライフサイクルライフサイクルとと品質品質  
  

プロジェクトプロジェクト成功率向上成功率向上のの為為にに  

  

Team System Team System がが提供提供するする品質向上品質向上のの為為のの機能機能  

  

まとめまとめ  
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システムシステムののライフサイクルライフサイクル  

システムシステム  
利用利用  

システムシステム  
運用運用  

システムシステム
開発開発  
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システムシステムのの品質品質  

バグバグのの少少なさなさ≠≠システムシステムのの品質品質  

信頼性信頼性、、堅牢性堅牢性のの高高さもさも品質品質  

運用運用のしやすさのしやすさ、、利用利用のしやすさものしやすさも品質品質  

運用運用コストコストのの低低ささ、、利用者利用者ののニーズニーズにに応応えることもえることも品質品質  

運用者運用者やや利用者利用者ののフィードバックフィードバックをを受受けけ、、システムシステムをを容易容易

にに変更変更できるできる、、ということもということも品質品質    

品質はテスト担当者だけの問題ではない 

システム開発に携わる全てのメンバーが意識 

すべき問題 

5 

開発開発におけるにおける役割役割のの明確化明確化  

 

プロジェクトマネージャ 

ソリューション  
アーキテクト 

開発者 

テスト担当者 インフラ アーキテクト 

••  品質基準品質基準ととテストテスト計画計画のの作成作成  
••  様様々々ななテストテストのの実施実施  
••  バグバグのの発見発見とと登録登録  
••  テストデータテストデータのの報告報告とと共有共有  

••  ネットワークネットワーク／／サーバーサーバーのの論理設計論理設計  
••  ネットワークネットワーク／／サーバーサーバーのの物理構成物理構成  
••  ソフトウェアソフトウェアののサーバーサーバーへのへの展開展開のの  
    サポートサポート    

••  ソリューションソリューション  スコープスコープのの決定決定  
••  機能仕様書機能仕様書のの管理管理  
••  アプリケーションアプリケーション  アーキテクチャアーキテクチャ  
    のの設計設計  

••  スケジュールスケジュールややコストコストのの管理管理  
••  開発開発プロセスプロセスのの決定決定ととメンバメンバへのへの徹底徹底  
••  プロジェクトプロジェクト全体全体のの計画作成計画作成  
••  進捗状況進捗状況のの把握把握とと状況報告状況報告  

••  顧客要件顧客要件をを満満たすたすソフトウェアソフトウェアのの実装実装  
••  コードコードにに内在内在するするバグバグととセキュリティセキュリティ  
    上上のの問題問題のの把握把握  
••  実行性能実行性能ののプロファイルプロファイル  

信頼性の 
向上 

品質の 
改善 

予見性 
および可視性 

運用を 
考慮した設計 
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開発開発におけるにおける各役割各役割のの担当作業担当作業  

運用設計 

概要設計 詳細設計 プログラミング 単体テスト 結合・運用テスト 運用 

インフラ 
アーキテクト 

ソリューション 
アーキテクト 

開発者 

テスト担当者 

運用環境構築、運用 

 インタフェース設計  システム設計 

運用設計とシステム設計の妥当性検証 

クラス設計 

コードの実装 

単体テスト (検証) 

コードレビュー (検証) 

Web テスト 

負荷 テスト 

順序指定テスト 

バージョンドリリースの提供 本番 リリース 

成果物の管理 

開発状況の把握 テスト状況の把握 

マスタープロジェクト計画策定 

進捗状況の把握と状況報告 

テスト計画、仕様の作成 

ユーザーシナリオ設計 

プロジェクト遂行 

プロファイリング (検証) 

手動 テスト 

プロジェクト 
マネージャ 

ビジネス要求分析、概念設計 

(バグ) 

バグの改修 

設計書／レビュー 
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Team System Team System がが提供提供するする機能機能  

論理データセンターデザイナ（運用設計） 

概要設計 詳細設計 プログラミング 単体テスト 結合・運用テスト 運用 

インフラ 
アーキテクト 

ソリューション 
アーキテクト 

開発者 

テスト担当者 

運用環境構築、運用 

 システムデザイナ（システム設計） 

配置デザイナ（運用設計とシステム設計の妥当性検証） 

設計書／レビュー 

クラスデザイナ（クラス設計） 

リファクタリング、スニペット（コードの実装） 

コードとモデルの同期 

単体テスト、カバレッジ (検証) 

コードレビュー (検証) 

Web テスト 

負荷 テスト 

順序指定テスト 

自動ビルド（バージョンドリリースの提供） 本番 リリース 

変更管理（成果物の管理） 

レポーティング（開発状況の把握） レポーティング（テスト状況の把握） 

プロセステンプレート（マスタープロジェクト計画策定） 

プロジェクトポータル（進捗状況の把握と状況報告） 

プロセスガイド（テスト計画、仕様の作成） 

プロセスガイド（ユーザーシナリオ設計） 

プロジェクト管理（プロジェクト遂行） 

プロファイリング (検証) 

手動 テスト 

プロジェクト 
マネージャ 

プロセスガイド 

（ビジネス要求分析、概念設計） 

(バグ) 

[プロジェクト管理] 
[レポーティング] 

(バグ) 

成果物管理 

ソースコード取得 

デバッグのビジュアライズ（バグの改修） 

ソースコード管理 
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Team System Team System ののエディションエディション構成構成  

論理データセンターデザイナ（運用設計） 

概要設計 詳細設計 プログラミング 単体テスト 結合・運用テスト 運用 

インフラ 
アーキテクト 

ソリューション 
アーキテクト 

開発者 

テスト担当者 

運用環境構築、運用 

 システムデザイナ（システム設計） 

配置デザイナ（運用設計とシステム設計の妥当性検証） 

設計書／レビュー 

クラスデザイナ（クラス設計） 

リファクタリング、スニペット（コードの実装） 

コードとモデルの同期 

単体テスト、カバレッジ (検証) 

コードレビュー (検証) 

Web テスト 

負荷 テスト 

順序指定テスト（シナリオテスト） 

自動ビルド（バージョンドリリースの提供） 本番 リリース 

変更管理（成果物の管理） 

レポーティング（開発状況の把握） レポーティング（テスト状況の把握） 

プロセステンプレート（マスタープロジェクト計画策定） 

プロジェクトポータル（進捗状況の把握と状況報告） 

プロセスガイド（テスト計画、仕様の作成） 

プロセスガイド（ユーザーシナリオ設計） 

プロジェクト管理（プロジェクト遂行） 

プロファイリング (検証) 

手動 テスト 

プロジェクト 
マネージャ 

プロセスガイド 

（ビジネス要求分析、概念設計） 

(バグ) 

[プロジェクト管理] 
[レポーティング] 

(バグ) 

成果物管理 

ソースコード取得 

デバッグのビジュアライズ（バグの改修） 

ソースコード管理 
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※ Team Foundation Server は 2006年前半提供開始予定 
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Visual Studio 2005 Team System Visual Studio Visual Studio 20052005 Team System Team System  
Visual Studio 
Team Edition  

for Software Developers 

Visual Studio 
Team Edition  

for Software Testers 

自動ビルド 

論理データセンター�デザイナ 
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システムシステムののライフサイクルライフサイクルとと品質品質  
  

プロジェクトプロジェクト成功率向上成功率向上のの為為にに  
  

Team System Team System がが提供提供するする品質向上品質向上のの為為のの機能機能  

  

まとめまとめ  
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プロジェクトプロジェクト成功率向上成功率向上のの為為にに  

@@ITIT  調査調査よりより、、今後実施予定今後実施予定、、検討中検討中のの項目項目  Top Top 55  

機能機能テストテストやや回帰回帰テストテストのの自動化自動化  

単体単体テストツールテストツールによるによる品質品質のの向上向上  

適切適切なな開発開発プロセスプロセスのの選択選択//最適化最適化  

要求管理要求管理//要求変化要求変化のの影響分析影響分析  

実稼動前実稼動前のの性能性能テストテスト//負荷負荷テストテスト  
出典出典：＠：＠ITIT読者調査読者調査（（20052005年年33月月  NN==287287））

httphttp://://wwwwww..atmarkitatmarkit..coco..jpjp//newsnews//surveysurvey//2005/052005/05devdev//devdev..htmlhtml  

  

手戻手戻りのりの原因原因としてとしてテストテスト関係関係のの不備不備がが1616%%近近くくにに上上るる  
        出典出典：：経済産業省経済産業省  ２００５２００５年版組込年版組込みみソフトウェアソフトウェア産業実態調査産業実態調査  報告書報告書  

      httphttp://://wwwwww..ipaipa..gogo..jpjp//softwaresoftware//secsec//downloaddownload//200506200506eses..phpphp  
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プロジェクトプロジェクトにおけるにおける修正修正コストコスト  
一般一般にに、、後工程後工程のの見直見直しはしはコストコストがが高高いい  

後工程後工程のの見直見直しをしを最小限最小限にするにする必要必要  

バグ修正に 
対する相対コスト 

要件定義 (単体の) 
コード実装 

結合 ベータテスト リリース後 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

1 

National Institute of Standards and Technology (国立標準技術研究所: 米国政府機関の一つ、工業
規格の標準化を行う)のレポートより。(参照: http://www.nist.gov/director/prog-ofc/report02-3.pdf) 
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テストテストのの強化強化～～多層防御多層防御とと自動化自動化  
多層防御戦略多層防御戦略（（Defence in depthDefence in depth））のの開発現場開発現場へのへの応用応用  

早期早期からから、、頻繁頻繁にに  
テストフェーズテストフェーズではなくではなく、、設計設計フェーズフェーズからから品質向上品質向上のの取取りり組組みをみを開始開始  

テストテストのの効率化効率化、、自動化自動化をを進進めめ、、繰繰りり返返ししテストテストをを実施実施するする  

多面的多面的にに  
静的静的テストテストとと動的動的テストテスト  

ブラックボックステストブラックボックステスト・・ホワイトボックステストホワイトボックステスト・・グレーボックステストグレーボックステスト  

単体単体テストテスト・・統合統合テストテスト・・システムテストシステムテスト  

機能要件機能要件・・非機能要件非機能要件それぞれにそれぞれに対対するするテストテスト  

ユーザーユーザー指向指向・・不具合指向不具合指向・・要件指向要件指向・・設計指向設計指向  
  

※※  全全てて実施実施するのではなくするのではなく、、テストテスト戦略戦略のの策定策定においてにおいて強弱強弱をを設定設定するする  
  

テストテスト、、およびおよびテストテスト報告報告のの効率化効率化・・自動化自動化  
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Team System Team System のの提供機能提供機能①①  

様様々々ななテストサポートテストサポート機能機能のの提供提供  
静的静的コードコード分析分析、、およびおよび動的動的コードコード分析分析  

プロファイリングプロファイリング  

単体単体テストテスト支援支援、、およびおよびコードカバレッジコードカバレッジ測定測定  

Web Web アプリケーションアプリケーションのの機能機能テストテスト、、およびおよびロードテストロードテスト  

順序指定順序指定テストテスト  

手動手動テストテスト、、などなど  

テストテストのの効率化効率化・・自動化自動化のためののための機能機能のの提供提供  
自動自動ビルドビルド機能機能((Team Foundation BuildTeam Foundation Build))  
テストテスト管理管理ツールツール（（テストテスト  マネージャマネージャ））  

バグバグ  トラッキングトラッキング機能機能（（作業項目作業項目ののトラッキングトラッキング））  
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開発開発メンバーメンバーのの品質品質にに対対するする役割役割とと責務責務をを明確化明確化  

役割役割のあいまいさをなくすのあいまいさをなくす  

Microsoft Solutions Framework Microsoft Solutions Framework ((MSFMSF) ) のの例例  

開発者開発者のの役割役割ととテストテスト担当者担当者のの役割兼任役割兼任はは非推奨非推奨  

ビジネスビジネス  アナリストアナリストややリリースリリース  マネージャマネージャのの役割役割ととテストテスト担当者担当者のの役割兼任役割兼任はは可能可能  

それぞれのそれぞれの役割役割がが果果たすべきたすべき責務責務をを明確明確にするにする  

MSF MSF のの例例  

テストテスト担当者担当者はは品質基準品質基準のの設定設定、、テストアプローチテストアプローチとと計画計画のの作成作成、、テストテスト仕様仕様のの決定決定、、
テストテストのの実施実施、、テストテストのの報告報告、、等等のの責務責務をを負負うう  

開発開発プロセスプロセスとと同様同様ににテストプロセステストプロセスをを用意用意するする  
開発開発プロセスプロセスととテストプロセステストプロセスのの協調協調（（WWモデルモデル））  

品質品質にに関関するする情報情報をを開発開発メンバーメンバー全員全員でで共有共有  

品質向上作業品質向上作業ををプロセスプロセスにに組込組込むむ  
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開発開発プロセスプロセスのの提供提供ととツールツールへのへの統合機能統合機能のの提供提供  
MSF MSF のの最新最新バージョンバージョン  ((VerVer. . 44..00) ) となるとなる  MSF for Agile Software MSF for Agile Software 
DevelopmentDevelopment、、MSF for CMMI Process Improvement MSF for CMMI Process Improvement のの提供提供  

開発開発ガイドガイドををツールツールにに統合統合  

品質情報共有品質情報共有のためののための機能機能のの提供提供  

テストテスト結果結果、、バグバグ情報等共有情報等共有のためののためのレポーティングレポーティング機能機能  

  

開発者 

アーキテクト 

テスト担当者 リリース 
マネージャー 

ビジネス 
アナリスト 

プロジェクト 
マネージャー 

���� ��� 
"���� 

Team System Team System のの提供機能提供機能②②  
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システムシステムののライフサイクルライフサイクルとと品質品質  

  

プロジェクトプロジェクト成功率向上成功率向上のの為為にに  
  

Team System Team System がが提供提供するする品質向上品質向上のの為為のの機能機能  
  

まとめまとめ  



19 

静的静的コードコード分析分析  
ビルドビルドをを行行うう際際にに、、自動的自動的ににコードコードをを分析分析  

設計設計ガイドガイドにに違反違反したした場合場合やや、、ありがちなありがちなバグバグにに違反違反したした場合場合
にに警告警告、、またはまたはエラーエラーとしてとして報告報告するする  

国際化国際化やや相互運用性相互運用性、、メンテナンスメンテナンス性等性等にに関関するするルールルールのの確認確認  

バッファーバッファー  オーバーランオーバーラン、、メモリメモリのの初期化漏初期化漏れれ、、null null ポインタポインタ参照参照  

SQL SQL 文文におけるにおけるコードインジェクションコードインジェクションのの危険性危険性  
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動的動的コードコード分析分析  

ネイティブコードアプリケーションネイティブコードアプリケーションののセキュリティセキュリティやや安安
定性定性にに関関するする潜在的潜在的なな問題問題をを検出検出  

机上机上やや単体単体テストテストではでは見見つけにくいつけにくいバグバグのの検出検出  

ヒープメモリヒープメモリ破壊破壊、、スタックスタック・・ハンドルハンドル違反等違反等  

���	��

�����	��

��  

ソースコード 
ビルド 

CloseHandleCloseHandle((NULLNULL));;  

不正な呼び出し検出 

ソースコード上の問題を指摘 ログファイルの出力 

%ALLUSERSPROFILE%Documents¥AppVerifierLogs 

EXEファイル 
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パフォーマンスパフォーマンス上上ののボトルネックボトルネック発見発見をを助助けけ、、開発開発フェーズフェーズにおにお
けるけるパフォーマンスパフォーマンス確認確認とと向上向上がが容易容易になるになる  

パフォーマンスパフォーマンスがが重要重要なな要件要件であればであれば、、早期早期からから頻繁頻繁にに実施実施  

プロファイリングプロファイリングにおけるにおける二二つのつの測定方法測定方法  
サンプリングサンプリング  

ポーリングポーリング方式方式  

プログラムプログラムにに立立ちち入入らないらない  

呼呼びび出出されたされたメソッドメソッドをを見落見落  

            ととすす可能性可能性があるがある  

インスインストトルメンテーションルメンテーション  
測定用測定用ののコードコードをを追加追加するする  

正確正確なな結果結果  

大大きなきなオーバーヘッドオーバーヘッド  

  

プロファイリングプロファイリング  
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単体単体テストテスト  
実装実装とと共共にに行行うう基本的基本的ななコードコード  チェックチェック  

レグレッションレグレッション  テストテストとしてとして有益有益  

単体単体テストテスト支援機能支援機能のの利用利用  
テストテスト  クラスクラスのの自動生成自動生成  

Private Private メソッドメソッドももテストテスト可能可能  

テストケーステストケースのの管理管理とと実行支援機能実行支援機能  

コードカバレッジコードカバレッジ機能機能のの利用利用  
対象対象コードコードがどれだけがどれだけテストテスト実行実行されされ  

            たかたかデータデータをを取得取得、、表示表示  
パーセントパーセント表示表示、、グラフィカルグラフィカル表示表示  

単体単体テストテストのの精度向上精度向上にに利用利用  

単体単体テストテストととコードカバレッジコードカバレッジ  
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% �&�% �&�テストテスト  
% �&�% �&�操作操作のの記録機能記録機能によりにより、、簡単簡単ににテストテストをを作成可能作成可能  

テストテストののカスタマイズカスタマイズにはには����''��やや��	(	(��をを利用利用  

))* ���* ���ののシステムシステムにに限限らずらず任意任意のの��% �&�% �&�ページページののテストテストがが可能可能  

便利便利なな機能機能（（フォームフォーム認証認証、、ビュービュー��ステートステートのの追跡追跡、、クッキークッキーのの追跡追跡））  

+(�+(�ののデータデータをを利用利用したしたデータデータ駆動駆動テストテスト（（+����+�
��������+����+�
��������））のの実施実施  

ロードテストロードテスト  
% �&% �&��テストテスト等等にに対対しし、、任意任意のの負荷負荷ををシミュレートシミュレート  

分散負荷分散負荷テストテストをを行行うう場合場合はは������ ��������������������� �����������������をを利用利用  

記録し実行 

Web Web テストテストととロードテストロードテスト  
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既存既存ののテストテストをを組組みみ合合わせてわせて、、指定指定したした順序順序ででテストテストをを実行実行しし、、全体全体とと
してのしてのテストテスト結果結果をを判定判定  

順序指定順序指定テストテスト  
((Ordered TestOrdered Test))  

Visual Studio Team System Visual Studio Team System 以外以外ののテストテスト  ツールツールをを使用使用したしたテストテスト
のの実行実行やや管理管理をを実現実現  

汎用汎用テストテスト  
((Generic TestGeneric Test))  

負荷負荷テストテストをを実現実現。（。（特特にに  Web Web アプリケーションアプリケーションにに限定限定されないされない））同時同時
実行実行ユーザーユーザー数数やや実行環境実行環境をを詳細詳細にに設定設定することがすることが可能可能  

ロードテストロードテスト  

((Load TestLoad Test))  

Web Web サイトサイトのの機能機能テストテストをを実現実現。。ブラウザブラウザでで操作操作したした手順手順をを記録記録しし再再
現現したりしたり、、操作操作にかかるさまざまなにかかるさまざまな設定設定（（操作操作のの待待ちち時間時間））をを詳細詳細にに定定
義義することがすることが可能可能。。さらにさらに、、テストコードテストコードをを生成生成してしてカスタマイズカスタマイズするこするこ
とでとで、、よりより複雑複雑なな手順手順もも実現可能実現可能  

Web Web テストテスト  
((Web TestWeb Test))  

自動自動テストテストででカバーカバーできないできないテストテスト  ケースケースにおいてにおいて、、テストテスト担当者担当者がが
手順手順ごとにごとに手動手動でで実行実行するするマニュアルマニュアル  テストテストのの作成作成とと実施実施  

手動手動テストテスト  
((Manual TestManual Test))  

メソッドメソッドをを実行実行するするテストコードテストコードをを自動的自動的にに生成生成しし、、かつかつテストテストをを自動自動
的的にに実行実行。。さらにさらに生成生成されたされたテストコードテストコードをを、、クラスクラス  ライブラリライブラリのの  API API 
をを用用いていて自由自由ににカスタマイズカスタマイズすることもすることも可能可能  

単体単体テストテスト  
((Unit TestUnit Test))  

説明説明  テストテストのの種類種類  

多彩多彩ななテストテスト機能機能  
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自動自動ビルドビルド機能機能  

Team Foundation BuildTeam Foundation Build  
Team Foundation Server Team Foundation Server のの付加機能付加機能  

新新しいしいビルドエンジンビルドエンジンであるである  MSBuildMSBuild  をを利用利用  

手動手動  またはまたは  スケジューリングスケジューリングによるによる起動起動  

Team System Team System のの他機能他機能とと連動連動  
単体単体テストテストのの実施実施  

バグバグのの自動登録自動登録  

静的静的コードコード分析分析  

ソースコードソースコード管理管理とのとの関連付関連付けけ  

ビルドビルド結果結果のの表示表示とと分析分析  
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テストテスト実施実施のの効率化効率化とと自動化自動化  

テストテスト  マネージャマネージャによるによるテストテスト管理管理  

テストテストのの一覧表示一覧表示  

テストテストののグループグループ化化ととグループグループ単位単位でのでの一括実施一括実施  
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テストテスト報告報告のの効率化効率化とと自動化自動化  

「「作業項目作業項目」」トラッキングトラッキング機能機能のの利用利用  

エラーリストエラーリストやや、、テストテスト結果結果ののウィンドウウィンドウからから作業項目作業項目（（例例えばえばバグバグややタタ
スクスク））をを作成作成しし、、チームチームでで共有共有  

レポーティングレポーティング機能機能によるによるテストテスト実施状況実施状況のの確認確認  
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開発開発プロセスプロセスのの提供提供とと統合統合  

プロセス 
テンプレート 

プロセス 
テンプレート 

Microsoft Solutions Framework Microsoft Solutions Framework ((MSFMSF))  
１９９４１９９４年年バージョンバージョン11..0 0 提供開始提供開始  

Visual Studio Visual Studio 2005 2005 ののリリースリリースにあわせにあわせバージョンバージョン  44..00登場登場  

  MSF MSF 44..0 0 ははプロセステンプレートプロセステンプレートとしてとして  Team Foundation Team Foundation 
Server Server にに統合統合  

プロセステンプレートプロセステンプレートをを元元にに、、個個々々のの開発開発プロジェクトプロジェクト専用専用のの作業項目作業項目                      
リストリストややポータルサイトポータルサイトをを作成作成  
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チェックインポリシーチェックインポリシーのの利用利用  
「「チェックインポリシーチェックインポリシー」」ははチェックインチェックインのの際際ののルールルール  

コードコードののチェックインチェックイン作業作業におけるにおける品質向上作業品質向上作業のの実施確認実施確認  

「「静的分析静的分析をを実施実施しているかしているか」、「」、「単体単体テストテストをを実施実施しているかしているか」、「」、「どのどのタタ
スクスクにに基基づきづき行行ったった作業作業かかをを明示明示しているかしているか」」等等、、ルールルールをを設定可能設定可能  

作業作業のの実施忘実施忘れをれを防防ぐぐ（（ポカポカよけよけ））  
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情報情報のの共有共有  
SQL Server SQL Server 2005 2005 によるによるデータリポジトリデータリポジトリ  

作業項目作業項目（（バグバグ、、タスクタスク、、顧客要求等顧客要求等））  

テストテスト結果結果  

プロジェクトプロジェクトのの進捗状況進捗状況  

ソースコードソースコード管理管理、、などなど  

Visual StudioVisual Studio、、WebWeb  ブラウザブラウザ、、Microsoft ExcelMicrosoft Excel、、Microsoft Microsoft 
Project Project 等使等使いい慣慣れたれたツールツールをを使用使用してして各種各種データデータへへアクセスアクセス    
SQL Server SQL Server 2005 2005 のの  Reporting Services Reporting Services によるによる柔軟柔軟なな出力出力  

  

  



31 

������������  

システムシステムののライフサイクルライフサイクルとと品質品質  

  

プロジェクトプロジェクト成功率向上成功率向上のの為為にに  

  

Team System Team System がが提供提供するする品質向上品質向上のの為為のの機能機能  
  

まとめまとめ  
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まとめまとめ  

情報情報システムシステムのの価値価値をを高高めるめる上上でで品質向上品質向上はは必必ずず                          

クリアクリアすべきすべき課題課題であるである  

品質向上品質向上のの取取りり組組みはみは、、開発開発にに関関わるわる全全てのてのメンバーメンバー

がが意識意識しし、、取取りり組組まなければならないまなければならない  

品質向上品質向上ののアプローチアプローチとしてとして多層防御戦略多層防御戦略をを応用応用  

効率化効率化とと自動化自動化をを進進めるめる  

開発開発プロセスプロセスととテストプロセステストプロセスのの融合融合をを行行うう  

情報共有情報共有によりによりメンバーメンバー全員全員でで品質向上品質向上にに取取りり組組むむ  
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Appendix Appendix ：：  参考情報参考情報  

Visual Studio Visual Studio 20052005 Team System Team System  
wwwwww..microsoftmicrosoft..comcom//japanjapan//msdnmsdn//vstudiovstudio//teamsystemteamsystem//  

Visual Studio Visual Studio 2005 2005 購入購入ガイドガイド  
wwwwww..microsoftmicrosoft..comcom//japanjapan//msdnmsdn//howtobuyhowtobuy//vsvs20052005//  

Microsoft Solutions FrameworkMicrosoft Solutions Framework  
wwwwww..microsoftmicrosoft..comcom//japanjapan//msdnmsdn//vstudiovstudio//productinfoproductinfo//enterpriseenterprise//msfmsf//    

Visual Studio Visual Studio 2005 2005 Team System Team System パートナーパートナー  ソリューションソリューション  
wwwwww..microsoftmicrosoft..comcom//japanjapan//msdnmsdn//vstudiovstudio//teamsystemteamsystem//partnerpartner//  

Visual Studio Visual Studio 2005 2005 オンラインオンライン  セミナーセミナー  
wwwwww..microsoftmicrosoft..comcom//japanjapan//msdnmsdn//vstudiovstudio//trainingtraining//  

Visual Studio Visual Studio 2005 2005 コミュニティコミュニティ  
wwwwww..microsoftmicrosoft..comcom//japanjapan//msdnmsdn//vstudiovstudio//communitycommunity//  
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開発者開発者ライセンスライセンス  
Team Edition Team Edition ((ArchitectsArchitects, , DevelopersDevelopers, , TestersTesters))  
Team SuiteTeam Suite  

サーバーサーバー//CAL CAL ライセンスライセンス  

Team Foundation ServerTeam Foundation Server  
CALCAL：：  Team Foundation CAL Team Foundation CAL ((Team ExplorerTeam Explorer))  

Microsoft Office ExcelMicrosoft Office Excel、、Microsoft Project Professional Microsoft Project Professional をを利用利用しし、、
Team Foundation Server Team Foundation Server とのとの連携連携をを行行うう場合場合にに必要必要  

プロセッサプロセッサ  ライセンスライセンス  
Team Test Load AgentTeam Test Load Agent  

Team Edition for Software Testers Team Edition for Software Testers のの補完製品補完製品  

仮想仮想ユーザーユーザーあたりではなくあたりではなく、、プロセッサプロセッサ毎毎のの課金課金  

Appendix Appendix ：：  ライセンスライセンス  モデルモデル  

参考：www.microsoft.com/japan/msdn/howtobuy/vs2005/editions/team/license/ 
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Appendix Appendix ：：  ライセンスライセンス構成構成  

プロジェクト 
マネージャ 

アプリケーション 
設計者 

開発者 テスト担当者 

インフラ 
設計者 

その他のユーザ Web ブラウザ 

Microsoft Project 
Microsoft Excel 

作業 
管理 

ビルド 
サーバ 

ソースコード 
管理 

プロジェクト 
ポータル レポーティング/ 

分析 

Team Foundation  
Server CAL 
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