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演習の目標 

 Visual Studio 2013 の CodeLens によるコード エディターでの関連情報検索

機能について確認します。 

 

演習の概要 

 CodeLens 機能確認のための準備 

 CodeLens 参照インジケーター及びテスト状態インジケーターの確認 

 CodeLens テスト状態インジケーターによるテスト結果の詳細確認 

 作成者インジケーターと変更インジケーター及びリンクされたバグ インジケ

ーターの確認 

 

演習の前提条件 

 この自習書を始める前に、以下の前提条件を満たす必要があります。 

 Visual Studio Ultimate 2013 with Update 4 

- 以下のページから [90 日間の無償評価版] を入手できます 

- http://www.visualstudio.com/downloads/download-visual-studio-

vs#DownloadFamilies_1 

 以下の自習書による学習が終了していること 

- Team Foundation Server のインストールと最初の一歩 

予想所要時間 

60 分 

 

 

http://www.visualstudio.com/downloads/download-visual-studio-vs#DownloadFamilies_1
http://www.visualstudio.com/downloads/download-visual-studio-vs#DownloadFamilies_1
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1.  CodeLens 機能確認のための準備 

CodeLens は、ソース コード エディターにおいて開発者の視界に直接関連情報を

集約表示するヘッドアップディスプレイ機能を提供します。CodeLens は、インジケ

ーターと呼ばれる各種カテゴリに分類された情報を提供します。 

CodeLens は、C# 及び Visual Basic によるマネージ コードに対応しています。 

 

1. Visual Studio を起動し、メイン メニューの [ファイル | 新規作成 | プロジェクト] を

選択します。 

  

<<01_プロジェクトの新規作成>> 

 

2. [新しいプロジェクト] ダイアログ ボックス ウィンドウ左のツリー ビューで [インス

トール済み | テンプレート | Visuasl C# | Web] を選択し、中央ペインで [ASP.NET 

Web アプリケーション] を選択します。[名前] テキスト ボックスに

「SelfStudy_CodeLens」と入力し、[ソリューションのディレクトリを作成] 及び [ソー

ス管理に追加] チェック ボックスを選択したら、[OK] ボタンをクリックします。 

  

<<02_新しいプロジェクト>> 
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3. [新規 ASP.NET プロジェクト] ダイアログ ボックス ウィンドウの [テンプレートの選

択] グリッドで [MVC] を選択し、[単体テストの追加] チェック ボックスを選択した

ら、[OK] ボタンをクリックします。 

  

<<03_新規 ASP.NET プロジェクト>> 

 

4. [ソース管理の選択] ダイアログ ボックス ウィンドウで [Team Foundation バージョ

ン管理] ラジオ ボタンが選択されていることを確認し、[OK] ボタンをクリックしま

す。 

  

<<04_ソース管理の選択>> 
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5. [ソリューション SelefStudy_CodeLens をソース管理に追加] ダイアログ ボックス ウ

ィンドウで、[チーム プロジェクトの場所] ツリービューの [Visual Studio 自習書] が

選択されていることを確認し、[OK] ボタンをクリックします。 

  

<<05_ソリューション SelfStudy_CodeLens をソース管理に追加>> 

 

6. メイン メニューの [ビルド | ソリューションのビルド] を選択し、プロジェクト テン

プレートによって作成された Web アプリケーション プロジェクトをビルドします。 

  

<<06_ソリューションのビルド>> 

 

7. [出力] ウィンドウに「========== ビルド: 2 正常終了、0 失敗、0 更新不要、0 

スキップ ==========」と表示されることを確認します。 

  

<<07_ビルドの正常終了の確認>> 
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8. [チーム エクスプローラー] ウィンドウ上部のドロップダウン メニューで [保留中の変

更] オプションを選択します。 

  

<<08_保留中の変更の選択>> 

 

9. [チーム エクスプローラー - 保留中の変更] ウィンドウで、[コメント] テキスト ボッ

クスに [ASP.NET MVC アプリケーション初期チェックイン] と入力したら、[チェック

イン] ボタンをクリックします。 

  

<<09_初期チェックイン>> 

 

10. [チェックインの確認] メッセージ ボックスが表示されたら、[はい] ボタンをクリック

し、チェックインが正常に終了することを確認します。 

  

<<10_チェックインの確認メッセージ ボックス>> 
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11. メイン メニューの [テスト | 実行 | すべてのテスト] を選択し、プロジェクト テン

プレートによって作成された既定の単体テストを実行します。 

  

<<11_すべてのテストを実行>> 

 

12. [テスト エクスプローラー] ウィンドウの [成功テスト] ノードに三つの単体テスト結

果が表示されることを確認します。 

  

<<12_単体テストの実行結果を確認>> 
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2.  CodeLens 参照インジケーター及びテスト状態インジケ
ーターの確認 

 

 

1. [ソリューション エクスプローラー] ウィンドウで、[SelefStudy_CodeLens] プロジェ

クトの [Controllers | HomeController.cs] ファイルをダブルクリックし、コード エディ

ターで開きます。 

  

<<13_HomeController.cs をコード エディターで開く>> 

 

2. [HomeController.cs] コード エディター ウィンドウで、[HomeController] クラスおよ

び各メソッド定義の上部に CodeLens の各種インジケーターが表示されることを確認

します。 

  

<<14_CodeLens の各種インジケーターの確認>> 
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3. [About] アクション メソッド定義上部の CodeLens 左端の参照インジケーター上にマ

ウス カーソルを移動し、[このメソッドには 1 個の参照があります。(Alt+2)」とポッ

プ アップ表示されることを確認します。 

  

<<15_参照インジケーターにマウス カーソルを移動>> 

 

4. [About] アクションメソッドの参照インジケーターをクリックし、バルーン 表示され

たウィンドウで [SelfStudi_CodeLens.Tests] プロジェクトの [Controllers | 

HomeControllerTest.cs] の 35 行目で [About] アクション メソッドの呼び出しが検

出されたことを確認します。 

  

<<16_参照インジケーターをクリック>> 

 

5. 参照インジケーターのバルーン ウィンドウで、[35 : ViewResult result = 

controller.About() as ViewResult;] の行をマウス カーソルを移動すると、[About] アク

ション メソッドの呼び出し箇所がプレビューとしてポップ アップ表示されることを

確認します。 

  

<<17_About アクション メソッド呼び出し箇所のプレビュー>> 

 



 

© 2014 Microsoft Corporation. All rights reserved.          11 

 

6. 参照インジケーターのバルーン ウィンドウで、[35 : ViewResult result = 

controller.About() as ViewResult;] の行をダブル クリックすると、

[SelfStudi_CodeLens.Tests] プロジェクトの [Controllers | HomeControllerTest.cs] がプ

レビュー ウィンドウで表示され、 

[HomeController] クラス [About] アクション メソッドを呼び出し、テストしている

ことを確認します。 

 

<<18_HomeControllerTest.cs をプレビュー ウィンドウで表示>> 

 

7. [HomeControllerTest.cs] プレビュー ウィンドウで、[About] テスト メソッド定義上部

の CodeLens 左端のテスト状態インジケーター(※緑色チェックのアイコン) にマウス 

カーソルを移動し、[テスト成功 (Alt+1)] とポップ アップ表示されることを確認しま

す。 

  

<<19_テスト ドライバー コードのテスト状態インジケーターを確認>> 
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8. [HomeController.cs] コード エディター ウィンドウに切り替え、[About] アクション 

メソッド定義上部の CodeLens の左から二番目のテスト状態インジケーターにマウス 

カーソルを移動し、[このメソッドを呼び出す 1 個のテストのうち 1 個が成功しまし

た。(Alt+3)] とポップ アップ表示されることを確認します。 

 

<<20_テスト対象メソッドのテスト状態インジケーターを確認>>  

 

9. [About] アクション メソッド定義上部の CodeLens の左から二番目のテスト状態イン

ジケーターをクリックし、詳細をバルーン表示します。バルーン ウィンドウからテス

トを選択し実行できることを確認します。 

  

<<21_テスト状態インジケーターからのテストの選択と実行>> 
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10. [HomeController.cs] コード エディター ウィンドウで、[About] アクションメソッド

中の ViewBag オブジェクトの Message プロパティへの文字列代入部分を、「Your 

application description page is here.」文字列に置き換え、[Ctrl+S] キーを押下し変更を

保存します。 

  

<<22_ViewBag.Message プロパティの変更>> 

 

11. メイン メニューの [ビルド | ソリューションのビルド] を選択し、プロジェクト テン

プレートによって作成された Web アプリケーション プロジェクトをビルドします。 

 

12. [チーム エクスプローラー - 保留中の変更] ウィンドウに切り替え、[コメント] テキ

スト ボックスに [HomeController の About アクション メソッドを変更] と入力した

ら、[チェックイン] ボタンをクリックします。 

  

<<23_変更をチェックイン>> 
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3.  CodeLens テスト状態インジケーターによるテスト結果
の詳細確認 

 

 

1. [HomeController.cs] コード エディター ウィンドウで、[About] アクションメソッド

定義上部の CodeLens の左から二番目のテスト状態インジケーターをクリックし、詳

細をバルーン表示します。バルーン ウィンドウからテストを選択し [実行] リンクを

クリックします。 

  

<<24_関連するテストの一つを選択して実行>> 

 

2. [HomeController.cs] コード エディター ウィンドウで、[About] アクションメソッド

のテスト状態インジケーターに [1 件中 0 件に成功] と表示されることを確認しま

す。 

  

<<25_テスト失敗を表示するテスト状態インジケーター>> 
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3. [HomeController.cs] コード エディター ウィンドウで、[About] アクションメソッド

のテスト状態インジケーターに [1 件中 0 件に成功] をシングル クリックし、

[About] テスト メソッドが失敗したことを確認したら、[About] テスト メソッドの行

をダブルクリックします。 

  

<<26_失敗したテスト コードへ移動>> 

 

4. [HomeControllerTest.cs] プレビュー ウィンドウで、[About] テスト メソッドのテスト

状態インジケーターにテスト失敗のアイコンが表示されることを確認します。 

  

<<27_テスト ドライバー コードのテスト状態インジケーターを確認>> 

 

5. テスト状態インジケーターにマウス カーソルを移動し、[テスト失敗 (Alt+1)] とポッ

プ アップ表示されることを確認します。 

  

<<28_テスト状態インジケーターのポップ アップ表示を確認>> 
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6. [About] テスト メソッドのテスト状態インジケーター(テスト失敗を意味する赤いアイ

コン) をクリックし、バルーン ウィンドウにエラー メッセージが表示されることを確

認します。またテスト失敗の理由が、Assert クラスの AreEqual メソッドで、コント

ローラー アクション メソッドからの文字列の戻り値として、[Your application 

description page.] を期待していたが、[Your application description page is here.] が返

されたことであることを確認します。テスト状態インジケーターによって、テスト エ

クスプローラー ウィンドウを確認することなく、ソース コード エディターから直接

テスト結果を確認できることがわかります。 

  

<<29_テスト状態インジケーター バルーン ウィンドウでテスト エラーの詳細を確認

>> 

 

7. バルーン ウィンドウ右上の [ポップアップ ウィンドウのドッキング] ボタンをクリッ

クします。 

  

<<30_ポップ アップ ウィンドウのドッキング>> 
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8. Visual Studio ウィンドウ下部に [CodeLens テストの状態 - 

HomeControllerTest.About] ウィンドウがドッキング表示されることを確認し、[閉じ

る] ボタンをクリックします。 

 

<<31_CodeLens テスト状態ウィンドウのドッキングを確認>> 

 

9. [HomeController.cs] コード エディター ウィンドウで、[About] アクションメソッド

中のいずれかのステートメント行を選択し、 [Alt] キーを押下すると CodeLens のシ

ョートカット キーを表示できることを確認します。 

  

<<32_CodeLens のショートカット キーを確認>> 

 

10. [Alt + 3] を 押下し、テスト状態インジケーターが表示されることを確認します。 

  

<<33_ショートカット キーからテスト状態インジケーターの詳細を確認>> 
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11. [Alt + 2] を押下し、参照インジケーターが表示されることを確認します。 

  

<<34_ショートカット キーから参照インジケーターの詳細を確認>> 
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4.  作成者インジケーターと変更インジケーター及びリンク
されたバグ インジケーターの確認 

 

1. [チーム エクスプローラー] ウィンドウ上部のドロップダウン メニューで [作業項目] 

オプションを選択します。 

  

<<35_チーム エクスプローラー - 作業項目 メニューの選択>> 

 

2. [チーム エクスプローラー - 作業項目] ウィンドウ上部左の [新しい作業項目] ドロッ

プ ダウン メニューから [バグ] を選択します。 

  

<<36_新しい作業項目としてバグ オプションを選択>> 
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3. [新しいバグ 1*] ウィンドウが表示されることを確認します。 

  

<<37_新しいバグ ウィンドウ表示の確認>> 

 

4. [新しいバグ 1*] ウィンドウで、[ここにタイトルを入力してください] テキスト ボッ

クスに「About アクション メソッド戻り値不正」入力したら、[作業項目の保存] ボタ

ンをクリックします。 

  

<<38_バグ作業項目タイトルを入力して保存>> 
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5. [バグ n] ウィンドウの [n] 部分に表示される番号により、新しく追加したバグ作業項

目に発番された ID 値を確認します。 

  

<<39_バグ作業項目に発番された ID を確認>> 

 

6. [HomeController.cs] コード エディター ウィンドウに切り替えて、[About] アクショ

ン メソッドの CodeLens 右から二つ目の作成者インジケーターに現在のユーザー名が

表示されることを確認します。作成者インジケーターには、ソース コードを最後に変

更した開発者名が表示されます。 

  

<<40_作成者インジケーターの確認>> 

 

7. 作成者インジケーターにマウス カーソルを移動すると、HomeController.cs を編集し

コード バージョン管理にチェックインした開発 

者の情報が履歴表示されます。この自習書では、現在のユーザーのみによって変更さ

れていることがわかります。 

  

<<41_作成者インジケーターにマウス カーソルを移動>> 
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8. 作成者インジケーターをクリックし、バルーン ウィンドウを表示します。バルーン 

ウィンドウにはバージョン管理にチェックインされた履歴が表示されます。 

  

<<42_作成者インジケーターの詳細を確認>> 

 

9. [About] アクション メソッドの CodeLens 右端の変更インジケーターに [2 件の変更] 

が表示されることを確認し、マウス カーソルを変更インジケーターに移動すると、[こ

のメソッドは 2 件の変更セットによって編集されました。] と表示されることを確認

します。 

  

<<43_変更インジケーターの確認>> 

 

10. 変更インジケーターをクリックし、バルーン ウィンドウを表示します。バルーン ウ

ィンドウには作成者インジケーターと同じくバージョン管理にチェックインされた履

歴が表示されます。 

  

<<44_変更インジケーターの詳細を確認>> 
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11. [HomeController.cs] コード エディター ウィンドウで、[About] アクションメソッド

中の ViewBag オブジェクトの Message プロパティへの文字列代入部分を、「Your 

application description page.」文字列に置き換え、[Ctrl+S] キーを押下し変更を保存し

ます。※「 is here」文字列を削除します。 

  

<<45_ソース コードを修正する>> 

 

11. メイン メニューの [ビルド | ソリューションのビルド] を選択し、プロジェクト テン

プレートによって作成された Web アプリケーション プロジェクトをビルドします。 

 

12. [チーム エクスプローラー] ウィンドウ上部のドロップダウン メニューで [保留中の変

更] オプションを選択します。[チーム エクスプローラー - 保留中の変更] ウィンドウ

で、[コメント] テキスト ボックスに [HomeController の About アクション メソッ

ドを修正] と入力したら、[関連作業項目] セクションの [ID を指定して作業項目を追

加] をクリックします。 

  

<<45_ID を指定して作業項目を追加>> 

 



 

24          © 2014 Microsoft Corporation. All rights reserved. 

 

13. テキスト ボックスに前の手順で追加したバグ作業項目に発番された ID 値を入力し、

[追加] ボタンをクリックします。 

  

<<46_バグ作業項目 ID 値をテキスト ボックスに入力>> 

 

14. [チーム エクスプローラー - 保留中の変更] ウィンドウで [関連作業項目] セクション

にバグ作業項目 [ n - About アクション メソッド戻り値不正] が関連付けられたこと

を確認したら、[チェックイン] ボタンをクリックします。 

  

<<47_バグ作業項目に関連付けられたことを確認してチェックイン>> 

 

15. [チェックインの確認] メッセージ ボックスが表示されたら、[はい] ボタンをクリック

し、チェックインが正常に終了することを確認します。 

 

16. [HomeController.cs] コード エディター ウィンドウに切り替えて、[About] アクショ

ン メソッドの CodeLens を右クリックし、コンテキスト メニューの [CodeLens チー

ムのインジケーターの更新] を選択します。 

  

<<48_CodeLens チームのインジケーターの更新>> 
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17. [About] アクション メソッドの CodeLens の右端にリンクされたバグ インジケータ

ーが表示されることを確認します。 

  

<<49_リンクされたバグ インジケーターの確認>> 

 

18. リンクされたバグ インジケーターにマウス カーソルを移動すると、[この メソッドは 

1 件のバグに関連付けられました。] とポップアップ表示されることを確認します。 

  

<<50_リンクされたバグ インジケーターにカーソルを移動>> 

 

19. リンクされたバグ インジケーターをクリックし、バルーン ウィンドウを表示しま

す。バルーン ウィンドウには関連付けられたバグ作業項目の詳細情報が表示されま

す。 

  

<<51_リンクされたバグ インジケーターの詳細を確認>> 

 

20. テスト状態インジケーターをクリックし、[About] テストを選択したら、[実行] をクリ

ックします。 

  

<<52_テストの実行>> 
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21. テスト状態インジケーターに [1 件中 1 件に成功] と表示されることを確認します。 

  

<<53_テストの成功を確認>> 

 

22. 作成者インジケーターをクリックし、バルーン ウィンドウに表示された変更セットか

ら [説明] 列が [HomeController の About アクションメソッドを変更] の行を右クリ

ックし、コンテキスト メニューの [ローカル バージョンと比較] を選択します。※ロ

ーカル バージョンは、現在のワーク スペースにある最新のコードです。 

  

<<54_ローカル バージョンと比較>> 

 

23. [相違 - HomeController.cs 変更セット n] ウィンドウに、ローカル バージョンと選択

し変更セットのソース コードの相違が表示されることを確認します。 

  

<<55_ローカル バージョンと変更セットのソース コードを比較>> 

 

24. [HomeController.cs] コード エディター ウィンドウに切り替えて、[About] アクショ

ン メソッドの CodeLens を右クリックし、コンテキスト メニューの [CodeLens オプ

ション] を選択します。 

  

<<56_CodeLens オプションの選択>> 
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25. [オプション] ダイアログ ボックス ウィンドウで、CodeLens インジケーターの種類毎

に有効化、無効化ができることを確認したら、[オプション] ダイアログ ボックス ウ

ィンドウを閉じます。 

  

<<56_CodeLens オプション ウィンドウの確認>> 

 

26. Visual Studio を終了します。 

 

 

 

 

 

 


