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演習の目標 

 Visual Studio 2013 のコード マップ機能を使用した特定のコード内での依存

関係の対応付けについて確認します。 

 

演習の概要 

 コード マップを利用するための前準備 

 後続の演習で探索する、意図的に問題を含ませたソリューションを準備

します。 

 コード マップによる依存関係グラフのナビゲート 

 ソリューション全体のコードの依存関係をモデル化し、視覚化されたモ

デル中のアイコン、矢印などの意味と基本操作を学習します。 

 コード マップによる未知のソリューションの解析 

 直前演習で準備した問題を含むソリューションを、これから担当する未

知のソリューションと仮定し、コード マップ機能を活用して分析し、問

題点を発見し、対処します。 

 

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 

- Visual Studio 2013 による CodeLens を使用した、エディターでの

コード情報の検索 

- Visual Studio 2013 による コード複製検出を使用した重複コードの

検出 

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.  コード マップを利用するための前準備 

 

問題を含むソリューションの分析と対処をシミュレーションするために、既存のソ

リューションを開き仕様に準拠していないコード ブロックを追加します。 

 

1. Visual Studio を起動し、[チーム エクスプローラー] ウィンドウのツール バーで [ホ

ーム] ボタンをクリックします。 

  

<<01_チーム エクスプローラー ホームへ移動>> 

 

2. [チーム エクスプローラー - ホーム] ウィンドウの [プロジェクト] セクションで [ソ

ース管理エクスプローラー] をクリックします。 

  

<<02_ソース管理エクスプローラーを開く>> 
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3. [ソース管理エクスプローラー] ウィンドウの左ペインで [Visual Studio 自習書 | 

SelfStudy_CodLens] ノードをクリックし、右ペインで [SelfStudy_CodeLens.sln] をダ

ブルクリックします。 

  

<<03_SelefStudy_CodeLens.sln を開く>> 

 

4. [ソリューション エクスプローラー] ウィンドウで [SelefStudy_CodeLens | Controllers] 

フォルダを右クリックし、コンテキスト メニューの [追加 | コントローラー] を選択

します。 

  

<<04_コントローラー クラスの追加>> 
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5. [スキャフォールディングの追加] ダイアログ ボックス ウィンドウの中央ペインで [読

み取り/書き込みアクションがある MVC 5 コントローラー] を選択し、[追加] ボタン

をクリックします。 

  

<<05_読み取り／書き込みアクションがある MVC 5 コントローラー>> 

 

6. [コントローラーの追加] ダイアログ ボックス ウィンドウで、[コントローラー名] テ

キスト ボックスに「ProductController」と入力し、[追加] ボタンをクリックします。   

  

<<06_ProductController クラスの追加>> 
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7. [ProductController.cs] コード エディター ウィンドウで、[Index] アクション メソッ

ドを探し、[return] ステートメントの前に、グリーティング メッセージ生成処理を追

加します。 

  

<<07_Index アクション メソッドにグリーティング メッセージ生成処理を追加>> 

 

8. [ソリューション エクスプローラー] ウィンドウで [SelefStudy_CodeLens | Views | 

Product] フォルダを右クリックし、コンテキスト メニューの [追加 | ビュー] を選択

します。 

  

<<08_ビューの追加>> 
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9. [ビューの追加] ダイアログ ボックス ウィンドウで、[ビュー名] テキスト ボックスに

「Index」と入力し、[追加] ボタンをクリックします。 

  

<<09_Index ビューの追加>> 

 

10. [Index.cshtml] コード エディター ウィンドウにスケルトン コードが表示されること

を確認します。[h2] 要素の次にコントローラー クラスが生成したグリーティング メ

ッセージをレンダリングするために、「<h3>@ViewBag.GreetingMessage</h3>」と

入力します。 

  

<<10_Index ビューにグリーティング メッセージ レンダリングを追加>> 

 

11. [Ctrl + Shift + S] を押下し、変更のすべてを保存します。 

 

12. [Ctrl + shift + B] を押下し、ソリューションをビルドし、ビルドが正常終了することを

確認します。 

 

13. Visual Studio を終了します。 
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2.  コード マップによる依存関係グラフのナビゲート 

 

ここでは、「1.  コード マップを利用するための前準備」で作成した問題を含むソ

リューションを、他者によって作成された未知のソリューションと仮定し、あなたが

ソリューション構成の概要を把握するために、アセンブリ、名前空間、クラスの探索

を行うというシナリオで進めます。 

 

1. Visual Studio を起動します。 

 

2. [チーム エクスプローラー] ウィンドウを開き、ツール バーの [チーム プロジェクト

への接続] ボタンをクリックします。 

  

<<01_チーム プロジェクトへの接続>> 

 

3. [チーム エクスプローラー - 接続] ウィンドウのツリービューでローカル サーバー 

ノードを展開し、[Visual Studio 自習書] チーム プロジェクトをダブルクリックしま

す。 

  

<<02_チーム プロジェクトをダブルクリック>> 
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4. [チーム エクスプローラー - ホーム] ウィンドウの [ソリューション] ツリービューの

下の [SelefStudy_CodeLens.sln] をダブルクリックします。 

  

<<03_ソリューションをダブルクリック>> 

 

5. Visual Studio 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、ビル

ドが正常終了することを確認します。 

  

<<04_ソリューションのビルド>> 

 

6. Visual Studio メイン メニューの [アーキテクチャ | 依存関係グラフの生成 | ソリュ

ーション] を選択します。 

  

<<05_ソリューションの依存関係グラフの生成>> 
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7. 依存関係グラフは DGML(Directed Graph Markup Language) ファイルとして保存でき

ます。このファイルは Visual Studio 以外の DGML 対応ツールによって利用可能で

す。依存関係グラフにはソリューションで検出されたすべての依存関係が含まれま

す。 

  

<<06_生成されたソリューション全体の依存関係グラフ>> 
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8. [依存関係グラフ] ウィンドウ上部のツール バーで [凡例] ボタンをクリックし依存関

係グラフの凡例を表示します。依存関係グラフから、ソリューションには 

[SelfStudy_CodeLens.Tests.dll] アセンブリと [SelfStudy_CodeLens.dll] アセンブリが含

まれ、[SelfStudy_CodeLens.Tests.dll] アセンブリは [SelfStudy_CodeLens.dll] アセンブ

リを呼び出していることがわかります。また、 [SelfStudy_CodeLens.Tests.dll] アセン

ブリ及び [SelfStudy_CodeLens.dll] アセンブリ内のクラスは外部に継承元となる基本ク

ラスを持つことがわかります。 

  

<<07_依存関係ブラフの凡例を表示>> 

 

9. [SelfStudy_CodeLens.dll] アセンブリ ノードを選択し、アセンブリに含まれる名前空間

を確認するために左端の [子を展開してフェッチします] ボタンをクリックします。 

  

<<08_子を展開してフェッチします>> 
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10. [SelfStudy_CodeLens.dll] アセンブリには、三つの名前空間 [SelfStudy_CodeLens]、

[SelfStudy_CodeLens.Controllers]、[SelfStudy_CodeLens.Models] が含まれることを確認

します。[SelfStudy_CodeLens.Models] 名前空間ノードを選択し、名前空間に含まれる

クラスを確認するために左端の [子を展開してフェッチします] ボタンをクリックしま

す。 

  

<<09_名前空間の子を展開してフェッチします>> 

 

11. [SelfStudy_CodeLens.Models] 名前空間に含まれるクラス群が表示されることを確認し

ます。 

  

<<10_名前空間に含まれるクラスの確認>> 
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12. すべてのクラスとクラス間のリレーション シップを確認するために、[依存関係グラ

フ] ウィンドウ上部のツール バーで [レイアウト | クイック クラスターのレイアウ

ト] を選択します。 

  

<<11_クイック クラスターのレイアウト>> 

 

13. クイック クラスターのレイアウトで整列された依存関係グラフを確認します。マウス

のスクロール ホイールを使用して依存関係グラフをズームします。 

  

<<12_クイック クラスターのレイアウトの確認>> 
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14. [依存関係グラフ] ウィンドウ上部のツール バーの [ズーム] ドロップ ダウン リスト

で [ウィンドウのサイズに合わせて大きさを変更] を選択します。 

  

<<13_ウィンドウのサイズに合わせて大きさを変更>> 

 

15. 依存関係を確認したいノードの名前 (クラス名など) が予め分かっている場合、クイッ

ク検索機能を使用して対象を検索することができます。[Ctrl + F] キーを押下し、[クイ

ック検索] ウィンドウを表示します。[検索] テキスト ボックスに「ApplicationUser」

と入力し、[Enter] キーを押下すると、依存関係グラフ中から一致するノードが検索さ

れ、[ApplicationUser] ノードにフォーカスされることを確認します。 

  

<<14_クイック検索機能を使用してクラスを検索>> 
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16. Visual Studio Studio を終了します。依存関係グラフ ファイルの保存に関する以下のダ

イアログ ボックス ウィンドウが表示されたら、[いいえ] ボタンをクリックします。 

  

<<15_依存関係グラフ ファイルは保存せずに終了する>> 
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3.  コード マップによる未知のソリューションの解析 

 

ここでは、「1.  コード マップを利用するための前準備」で作成した問題を含むソ

リューションを、他者によって作成された未知のソリューションと仮定し、あなたが

その動作を確認し、必要に応じて修正作業を行うというシナリオで進めます。 

 

1. Visual Studio を起動し、[チーム エクスプローラー] ウィンドウのツール バーで [ホ

ーム] ボタンをクリックします。 

 

2. [チーム エクスプローラー - ホーム] ウィンドウの [プロジェクト] セクションで [ソ

ース管理エクスプローラー] をクリックします。 

 

3. [ソース管理エクスプローラー] ウィンドウの左ペインで [Visual Studio 自習書 | 

SelfStudy_CodLens] ノードをクリックし、右ペインで [SelfStudy_CodeLens.sln] をダ

ブルクリックします。 

 

4. [ソリューション エクスプローラー] ウィンドウで、[SelfStudy_CodeLens | Views | 

Product | Index.cshtml] を右クリックし、コンテキスト メニューの [ブラウザーで表

示] オプションを選択します。 

  

<<11_Product Index ビューの動作確認>> 
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5. [Product Index] ビューが表示され、アクセス時刻に応じたグリーティング メッセージ

が表示されることを確認します。 

  

<<12_Product Index ビューのグリーティング メッセージの確認>> 

 

6. [Product Index] ビュー上部のナビゲーション メニューで [ホーム] リンクを選択しま

す。 

  

<<13_Product Index ビューでホーム リンクを選択>> 

 

7. [Home Index] ビューが表示され、アクセス時刻に応じたグリーティング メッセージが

表示されますが、メッセージが日本語ではなく英語で表示されることを確認します。 

  

<<14_Home Index ビューに英語でグリーティング メッセージが表示される>> 
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8. [Home Index] ビュー上部のナビゲーション メニュー左端の [ログイン] リンクを選択

します。 

  

<<15_Home Index ビューでログイン リンクを選択>> 

 

9. [Account Login] ビューが表示され、アクセス時刻に応じたグリーティング メッセージ

が表示されますが、メッセージが日本語ではなく英語で表示されることを確認した

ら、Web ブラウザーを終了します。 

  

<<16_Account Login ビューに英語でグリーティング メッセージが表示される>> 

 

10. 仕様を確認し、グリーティング メッセージは日本語で表示されなければならないこと

を確認したと仮定します。 
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11. 正しい仕様を準拠しているクラスの実装内容を把握するために、[ソリューション エク

スプローラー] ウィンドウで、[SelfStudy_CodeLens | Controllers | HomeController.cs] 

をダブルクリックします。 

  

<<17_HomeController クラスを開く>> 

 

12. [HomeController.cs] コード エディター ウィンドウで、

[SelfStudy_CodeLens.Controllers] 名前空間を右クリックし、コンテキスト メニューの 

[コード マップに表示] オプションを選択します。 

  

<<18_Controllers 名前空間をコード マップに表示>> 
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13. [CodeMap1.dgml] ウィンドウが表示され、ウィンドウ中央に 

[SelefStudy__CodeLens.Controllers] 名前空間が表示されることを確認します。 

  

<<19_コード マップの表示>> 

 

14. [SelfStudy_CodeLens.Controllers] 名前空間ノード左の [子を展開してフェッチします] 

ボタンをクリックします。 

  

<<20_子を展開してフェッチします>> 

 

15. [[SelfStudy_CodeLens.Controllers] 名前空間ノードが展開され、該当名前空間に属する

クラス群が表示されることを確認します。 

  

<<21_コントローラー クラスの表示>> 
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16. [SelfStudy_CodeLens.Controllers] 名前空間ノードのキャプション バーを右クリック

し、コンテキスト メニューの [含んでいるアセンブリの表示] オプションを選択しま

す。 

  

<<22_含んでいるアセンブリの表示>> 

 

17. [[SelfStudy_CodeLens.Controllers] 名前空間を含むアセンブリが 

[SelfStudy_CodeLens.dll] であることを確認します。 

  

<<23_含んでいるアセンブリ名を確認>> 
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18. [HomeController] クラス ノード左の [子を展開してフェッチします] ボタンをクリッ

クします。 

  

<<24_HomeContoroller クラスの子を展開してフェッチします>> 

 

19. [HomeController] クラスの [Index] アクション メソッドから、同クラス内部の 

[GetGreetingMessage] メソッドにピンク色の矢印が引かれていることを確認します。 

  

<<25_Index アクション メソッドと GetGreetingMessage メソッドの関連の確認>> 
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20. [HomeController] クラスの [Index] アクション メソッドから、同クラス内部の 

[GetGreetingMessage] メソッドへのピンク色の矢印にマウス カーソルをフォーカスす

ると、ポップ アップ ウィンドウが表示され、関連が [Index] メソッドから 

[GetGreetingMessage] メソッドの呼び出しであることを確認します。 

  

<<26_関連の詳細を確認>> 

 

21. [HomeController] クラスの [GetGreetingMessage] アクション メソッドを選択する

と、[AccountController] クラスからもピンク色の矢印が引かれていることを確認しま

す。 

  

<<27_AccountController クラスと GetGreetingMessage メソッドの関連の表示>> 
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22. [AccountController] クラスから、[GetGreetingMessage] メソッドへのピンク色の矢印

にマウス カーソルをフォーカスすると、ポップ アップ ウィンドウが表示され、関連

が [AccountController] メソッドから [GetGreetingMessage] メソッドの呼び出しであ

ることを確認します。 

  

<<28_AccountController クラスと GetGreetingMessage メソッドの関連の表示>> 

 

23. [AccountController] クラス ノード左の [子を展開してフェッチします] ボタンをクリ

ックします。 

  

<<29_AccountContoroller クラスの子を展開してフェッチします>> 
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24. [AccountController] クラス ノードが展開され、[Login] アクション メソッドから 

[GetGreetingMessage] メソッドが呼び出されていることを確認します。 

  

<<30_Login アクション メソッドから GetGreetingMessage メソッドの呼び出しを確

認>> 

 

25. [ProductController] クラス ノード左の [子を展開してフェッチします] ボタンをクリ

ックします。[ProductController] クラスの [Index] アクション メソッドからは、

[GetGreetingMessage] メソッドが呼び出されていないことを確認します。 

  

<<31_ProductController クラスのメソッドは、GetGreetingMessage メソッドと関連が

ないことを確認>> 
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26. [GetGreetingMessage] メソッド ノードを右クリックし、コンテキスト メニューの 

[定義へ移動] を選択します。 

  

<<32_GetGreetingMessage メソッドの定義へ移動>> 

 

27. [HomeController.cs] コード エディター ウィンドウに [GetGreetingMessage] メソッ

ドが表示され、グリーティング メッセージを英語で生成していることを確認します。 

  

<<33_GetGreetingMessage メソッドの実装を確認>> 

 

28. [CodeMap1.dgml] ウィンドウで、[HomeController] クラスの [Index] メソッド ノー

ドを右クリックし、コンテキスト メニューの [定義へ移動] を選択します。 
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29. [HomeController.cs] コード エディター ウィンドウに [Index] アクション メソッドが

表示され、[GetGreetingMessage] メソッドが呼び出されていることを確認します。 

  

<<34_HomeController クラスの Index アクション メソッドの実装を確認>> 

 

30. [CodeMap1.dgml] ウィンドウで、[ProductController] クラスの [Index] メソッド ノー

ドを右クリックし、コンテキスト メニューの [定義へ移動] を選択します。 

 

31. [ProductController.cs] コード エディター ウィンドウで、[Index] アクション メソッ

ドの、アクセス時刻に応じたグリーティング メッセージ生成コードを削除します。 

  

<<35_ProductController クラスのグリーティング メッセージ生成コードを削除>> 

 

32. [ProductController.cs] コード エディター ウィンドウで、[Index] アクション メソッ

ドから、[GetGreetingMessage] メソッドを呼び出すように変更します。 

  

<<36_GetGreetingMessage メソッドを呼び出すように変更>> 
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33. [Ctrl + Shift + S] を押下し、変更のすべてを保存します。 

 

34. [Ctrl + shift + B] を押下し、ソリューションをビルドし、ビルドが正常終了することを

確認します。 

 

35. [ソリューション エクスプローラー] ウィンドウで、[SelfStudy_CodeLens | Views | 

Product | Index.cshtml] を右クリックし、コンテキスト メニューの [ブラウザーで表

示] オプションを選択します。 

 

36. [Product Index] ビューが表示され、アクセス時刻に応じたグリーティング メッセージ

が英語表示されることを確認します。 

  

<<37_修正されたグリーティング メッセージの確認>> 

 

37. Web ブラウザーを終了します。 

 

 

 

 

 


