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演習の目標 

 Team Foundation Server 2013 をインストールする方法について学習します。 

 

演習の概要 

 Team Foundation Server のインストール 

 Team Foundation Server への接続とチーム プロジェクトの作成 

 コードのバージョン管理 

 

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 Professional 2013 with Update 4 もしくは 

Visual Studio Premium 2013 with Update 4 もしくは 

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 

 Microsoft アカウントを作成済みであること 

※以上の前提条件は、以下のページを参考にしてください。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/windowsazure/ee943806 

 

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.  Team Foundation Server のインストール 

 

１つめのハンズオンとして、Team Foundation Server のインストールを行います。 

Team Foundation Server は、サーバー OS(Windows Server 2012 等)だけでなく、ク

ライアント OS(Windows 8 等)にインストールすることも可能です。 

 

1. Visual Studio Team Foundation Server 2013 の試用版（Update 4 適用版）をインストー

ルするために、以下の URL にアクセスします。 

 http://www.microsoft.com/visualstudio/jpn/downloads#d-team-foundation-server 

 

2. インストールのオプションが 2 つありますので、上のオプション（「今すぐインストー

ル」）をクリックしてください。 

 
 

3. [Visual Studio にサインイン] ページが表示されたら、Microsoft アカウント情報を入力

して、[サインイン] ボタンをクリックします。 



 

© 2014 Microsoft Corporation. All rights reserved.          5 

 

 
 

4. [Visual Studio 2013 のダウンロードを選択してください] ページが表示されたら、[Team 

Foundation Server 2013] を選択します。 

 
 

5. [download.microsoft.com から tfs_server.exe(830 KB) を実行または保存しますか?] ウ

ィンドウが表示されたら [実行] ボタンをクリックします。 

 
 

6. セットアップのためのダイアログが立ち上がりますので、ライセンス条項をご確認いた

だき [今すぐインストール] ボタンをクリックしてください。[ユーザー アカウント制

御] ウィンドウが表示されたら、[はい] ボタンをクリックします。 



 

6          © 2014 Microsoft Corporation. All rights reserved. 

 

 
 

7. Team Foundation Server のインストールが開始されます。 

 
 

8. しばらくすると、ライセンスキー入力のためのダイアログが立ち上がりますので、「評

価版ライセンスをインストールする」を選択し、ライセンス認証を行ってください。な

お、Team Foundation Server では、後日製品版をご購入いただいた際に入手いただける

ライセンスキーを使用して、評価版から製品版への切り替えが可能です（Team 

Foundation Server のアンインストール、再インストール、といった手間が不要です）。 
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9. [情報] メッセージ ボックスが表示され評価版の評価期間を確認したら、[OK] ボタンを

クリックします。評価版のライセンス認証後、3 か月間の評価期間が設定されます。 

 
 

10. 「構成センター」が表示されますので、インストールを行う Team Foundation Server の

構成を選択します。今回は小規模な開発チームでも容易に使用できる「軽い構成」であ

る [基本] の構成を選択し、[ウィザードの開始] ボタンをクリックします。 
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 このほか、構成として選択できる [詳細] の構成では、 [基本] 構成で提供する機能に加

え、SQL Server のレポーティング機能による高度なプロジェクト状況の可視化や、

SharePoint Server を利用したドキュメント管理の機能を利用できます。また、より大規

模な開発プロジェクト向けに、Team Foundation Server を 2 層（アプリケーション層と

データ層の 2 層）に分割インストールすることも可能です。 

 

11. 「基本構成ウィザード」が表示されますので、内容を確認します。[Team Foundation 

Server の品質向上プログラム] セクションでラジオ ボタンを選択したら、[次へ] ボタ

ンをクリックしてください。 
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12. SQL Server のインスタンス選択画面が表示されます。ローカル コンピュータ上に SQL 

Server インスタンスがインストールされていない場合、[SQL Server Express のインスト

ール] ラジオ ボタンを選択します。既に SQL Server インスタンスが存在する場合、[既

存の SQL Server インスタンスを使用する] ラジオ ボタンを選択し、[次へ] ボタンをク

リックします。 
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13. [既存の SQL Server インスタンスを使用する] オプションを選択した場合、[Team 

Foundation Server データベースの指定] ページが表示されます。[SQL Server インスタ

ンス] テキスト ボックスのインスタンス名を確認し、[テスト] リンクをクリックしま

す。 

 
 

14. 既存の SQL Server インスタンスの検証に合格し、緑色の ✔ アイコンが表示されるこ

とを確認したら [確認] ボタンをクリックします。 
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15. 構成の設定確認画面が出ますので、内容を確認したら、[次へ] ボタンをクリックします。 

 
 

 
 

16. 構成の設定に基づき環境の検証が始まり、結果が表示されます。検証結果に問題がなけ

れば [構成] ボタンをクリックしてください。 
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17. OS の各種設定と、SQL Express のインストール、Team Foundation Server 用の設定が

実施されます。終了しましたら [次へ] ボタンをクリックしてください。 

 

18. 正常に完了していましたら、[閉じる] ボタンをクリックし、基本構成のウィザードを終

了します。 
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19. 構成センターの画面に戻るので、[閉じる] ボタンをクリックし、セットアップを終了し

ます。 

 
 

20. [Team Foundation Server 管理コンソール] が表示されます。 
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21. [Team Foundation Server 管理コンソール] の左ペインでツリー ビューの [コンピュー

タ名 | アプリケーション層] ノードを選択し、右ペインの [Web Access の URL] とし

て表示されている URL (http://<コンピューター名>:8080/tfs) を確認します。 

 
 

22. Internet Explorer を起動し、[Web Access の URL] のアドレスにアクセスします。Team 

Foundation Server の Web ポータルが表示されます。右上の名前の部分にカーソルを

あてると、認証情報（ドメイン名(コンピュータ名)¥ユーザー名）が表示されます。 
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以上で、１つ目のハンズオンは終了です。 

１つ目のハンズオンでは、クライアント OS に Team Foundation Server を基本構成

にてインストールしました。 
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2.  Team Foundation Server への接続 とチーム プロジェ
クトの作成 

 

２つめのハンズオンとして、Visual Studio から Team Foundation Server への接続

と、チームプロジェクトの作成を行います。Team Foundation Server において「チー

ム プロジェクト」とは、開発プロジェクト単位を基本に作成するもので、それぞれの

開発プロジェクトにおける「作業項目」、「イテレーション定義」、「区分（サブシステム

分割）定義」、「ソースコード」、「ビルド定義」、「自動化されたテスト」、「ビルドやテス

トの結果」、「チームの開発速度」などを管理する単位です。 

 

1. Visual Studio 2013 を起動し、[表示] メニューの [チーム エクスプローラー] を選択し

ます。 

 
 

2. [チーム エクスプローラー] ウィンドウが表示されたら、[チーム プロジェクトの選択] 

をクリックします。 

 
 

3. [Team Foundation Server への接続] ウィンドウが表示されたら、[サーバー] ボタンをク

リックします。 
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4. [Team Foundation Server の追加および削除」ウィンドウが表示されます。[Team 

Foundation Server の一覧] リスト ボックスにローカル コンピュータ名と一つ目のハ

ンズオンで確認した [Web Access の URL] が表示されることを確認します。 

 
 

 [Team Foundation Server の一覧] リスト ボックスに何も表示されない場合、[Team 

Foundation Server の追加および削除」ウィンドウで [追加] ボタンをクリックします。 

 [Team Foundation Server の追加] ウィンドウで、[Team Foundation Server の名前また

は URL] テキスト ボックスに Team Foundation Server をインストールしたコンピュ

ーター名を入力し、ウィンドウの下部の [プレビュー] テキスト ボックスに [Web 

Access の URL] が表示されることを確認したら、[OK] ボタンをクリックします。 
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5. [Team Foundation Server の追加および削除] ウィンドウで、[閉じる] ボタンをクリック

します。 

 

6. [Team Foundation Server への接続] ウィンドウで、[Team Foundation Server の選択] 

ドロップ ダウン リストで、ローカル コンピュータを選択します。サーバー名とサー

バーに含まれるチームプロジェクト コレクション、およびチームプロジェクトの情報

が表示されます（Team Foundation Server を作成した直後のため、それぞれ初期状態が

表示されます）。 

 [チーム プロジェクト コレクション] リスト ボックスに [DefaultCollection] が表示さ

れることを確認したら、[接続] ボタンをクリックし、Team Foundation Server へ接続し

ます。 
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7. [チーム エクスプローラー - ホーム] ウィンドウが表示されることを確認します。 

 
 

8. [チーム エクスプローラー - ホーム] ウィンドウのツール バーで [チーム プロジェク

トへの接続] ボタンをクリックします。 
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9. [チーム エクスプローラー - 接続] ウィンドウ上部の [チーム プロジェクトの作成...] 

リンクをクリックします。 

 
 

10. [<Team Foundation Server 名>¥DefaultCollection の新しいチーム プロジェクト] ウィ

ンドウが表示されたら、[チーム プロジェクトの名前を指定してください] テキスト ボ

ックスに「Visual Studio 自習書」と入力します。[チーム プロジェクトの説明を指定し

てください] テキスト ボックスに「Visual Studio 自習書のハンズオンのためのプロジ

ェクトです。」と入力したら、[次へ] ボタンをクリックします。 
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10. [プロセス テンプレートの選択] ステップでチームプロジェクトの開発プロセスの規範

となるプロセス テンプレートを選択します。このプロセステンプレートにより、チー

ムの作業を管理するための [作業項目] の項目定義やステータス定義などが決定しま

す。[チーム プロジェクトを作成するために使用するプロセス テンプレートを指定して

ください] ドロップ ダウン リスト先頭の [Microsoft Visual Studio Scrum 2013.4]を選

択し、[次へ] ボタンをクリックします。このテンプレートが最も軽量なプロセス テン

プレートです。その次に [MSF for Agile Software Development 2013.4] が軽量であり、

最後の [MSF for CMMI Process Improvement 2.13.4] は CMMI(Capability Maturity 

Model Integration : 能力成熟度モデル統合) に準拠できるように各作業項目が構成され

ています。 
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11. [ソース管理の設定を指定します] ステップで [新しいプロジェクトのバージョン管理シ

ステムを選択してください] ドロップ ダウン リストで [Team Foundation バージョン

管理] を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。バージョン管理システムとして分散

型バージョン管理(DVCS:Distributed Version Control System) に対応した [Git] を選択

することもできます。 

 
 

12. [チーム プロジェクト設置の確認] ステップで設定内容を確認したら、[完了] ボタンを

クリックします。 
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13. [チーム プロジェクトが作成されました] ページが表示されたら、[閉じる] ボタンをク

リックします。 

 
 

14. [チーム エクスプローラー - 接続] ウィンドウの作成したチーム プロジェクト名をダ

ブルクリックし、チーム プロジェクトに接続します。 
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15. [チーム エクスプローラー - ホーム] ウィンドウが表示され、チームプロジェクト 

[Visual Studio 自習書]（もしくは、チームプロジェクト作成時に指定した名前）の各項

目へのリンクが表示されることを確認したら、[Web ポータル] リンクをクリックしま

す。 

 
 

16. ブラウザが立ち上がり、 [Visual Studio 自習書] チームプロジェクト ポータルが表示さ

れます。ページ右下の [その他のリンク] セクションで [スケジュールおよびイテレーシ

ョンの構成] リンクをクリックします。 
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17. [イテレーション] ウィンドウで既定のイテレーション構成を確認したら、[閉じる] ボタ

ンをクリックします。 

 [イテレーション] はアジャイル開発におけるスケジュールの区切りとなります。アジャ

イル開発（スクラムを含む）においては、通常開発プロジェクトはいくつかのイテレー

ションから構成されており、イテレーション毎に達成すべき目標（顧客に提供する機能、

価値）を定めます。特にスクラムではイテレーションのことを ]スプリント] と呼び、

他のアジャイル開発方法論に比べて短期間（２週間から１か月程度）での機能の提供を

目指します。Team Foundation Server のチームプロジェクトでは、初期値として６つの

スプリントと、それをまとめた [リリース] と呼ばれるまとまり、および [スプリント] 

を持っていない状態の [リリース] ３つから構成されています。 

 ※ Team Foundation Server のイテレーション情報（]リリース] や [スプリント]） は自

由に編集可能です。デフォルトの構成のまま使用する必要はなく、開発プロジェクトに

おけるリリース計画や顧客との話し合いに応じて適宜編集を行うものです。 
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18. 次にスクラムにおいて作業の単位となる [プロダクトバックログ] を設定します。

[Visual Studio 自習書] チームプロジェクト ポータル右側の [作業] セクションで [バ

ックログ] をクリックします。 

 
 

19. [バックログ項目 | 新規] 画面で [種類] ドロップ ダウン リストで [プロダクト バッ

クログ項目] が選択されていることを確認し、[タイトル] テキスト ボックスに [ユーザ

ー登録とログイン、ログアウト機能] と入力したら、[追加] ボタンをクリックします。 
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20. [バックログ項目 | 新規] 画面下部に追加したプロダクト バックログ項目がリスト表示

されることを確認します。[種類] ドロップ ダウン リストで [プロダクト バックログ項

目] が選択されていることを確認し、[タイトル] テキスト ボックスに [有償サービスへ

のアップグレード申込み機能] と入力したら、[追加] ボタンをクリックします。 

 
 

21. [バックログ項目 | 新規] 画面下部に追加したプロダクト バックログ項目がリスト表示

されることを確認します。プロダクト バックログ項目リストから [タイトル] 列の値が 

[ユーザー登録とログイン、ログアウト機能] の行をマウスでドラッグし、ページ左のツ

リービューの [現在 | スプリント 1] ノードにドロップします。 

 

22. プロダクト バックログ項目リストから [タイトル] 列の値が [有償サービスへのアップ

グレード申込み機能] の行をマウスでドラッグし、ページ左のツリービューの [予定 | 

スプリント 2] ノードにドロップします。 
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23. プロダクト バックログ項目リストで各項目の [イテレーション パス] 列の値が、それ

ぞれ [Visual Studio 自習書¥リリース 1¥スプリント 1]、 [Visual Studio 自習書¥リリー

ス 1¥スプリント 2] と表示されることを確認します。 

 
 

24. [バックログ項目 | 新規] 画面上部で [ボード] メニューを選択します。 

 
 

25. かんばんボードが表示され、追加したプロダクト バックログ項目が表示されることを

確認します。かんばんボードを使用すると、未着手の作業、進行中の作業、完了した作

業を確認できます。 



 

© 2014 Microsoft Corporation. All rights reserved.          29 

 

 
 

26. ページ左のツリー ビューから [現在 | スプリント 1] をクリックし、スプリント バッ

クログへ移動します。 

 
 

27. スプリント 1 に割り当てられた、スプリント バックログがタスク ボードに表示され

ることを確認します。タスク ボードでは、スプリント バックログを遂行する全作業を、

未着手の作業、進行中の作業、完了した作業に分類して確認できます。[ユーザー登録と

ログイン、ログアウト] 項目右の緑色の [+] ボタンをクリックすると、スプリント バ

ックログの内容をさらに詳細化したタスクを登録できます。 [+] ボタンをクリックしま

す。 
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28. [新しいタスク n] ウィンドウで 黄色にハイライトされた [<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、「ASP.NET MVC 5 のログイン機能を確認する」と

入力し、[保存して閉じる] ボタンをクリックします。 

 
 

29. 同様に[ユーザー登録とログイン、ログアウト] 項目右の緑色の [+] ボタンをクリック

し、[新しいタスク n] ウィンドウで 黄色にハイライトされた [<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、「ASP.NET MVC 5 のログイン機能を利用し、ユ

ーザー認証機能を作成する」と入力し、「保存して閉じる」をクリックします。 

 

30. スプリント 1 のタスクボードに、以下のように「ユーザー登録とログイン、ログアウ

ト機能」のスプリント バックログの構成要素として２つのタスクが「作業予定」の枠

に入っていることを確認します。 
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以上で、二つ目のハンズオンは終了です。 

二つ目のハンズオンでは、Visual Studio からの Team Foundation Server への接続

と、チームプロジェクトの作成を行いました。 

 

(1) Visual Studio から Team Foundation Server への接続 

(2) チームプロジェクトの作成 

 (ア) プロセス テンプレートの選択 

 (イ) イテレーション（スプリント）の確認 

 (ウ) スクラム テンプレートに基づくプロダクトバックログ、ならびにタスクの作成 
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3.  コードのバージョン管理 

 

三つめのハンズオンとして、Team Foundation Server を使ったコードのバージョン

管理を体験します。 

 

1. Visual Studio の [ファイル] メニューから、[新規作成 | プロジェクト] を選択します。 

 
 

2. [新しいプロジェクト] ウィンドウ左ペインのツリービューで、[インストール済み | テ

ンプレート | Visual C#] を選択し、中央ペインで [クラス ライブラリ] を選択します。

[名前] テキスト ボックスに「SelfStudy] と入力したら、[OK] ボタンをクリックします。 

 
 

3. [SelfStudy] ソリューションとプロジェクトが生成され、最初のクラスとして、[SelfStudy] 

名前空間に属する [Class1] クラスが作成されます。最初にこの [Class1] クラスの名称

を変更（リファクタリング）しましょう。[Class1] のクラス名を右クリックし、コンテ

キスト メニューの [リファクター | 名前の変更] を選択します。 
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4. [名前の変更] ダイアログ ボックスの [新しい名前] テキスト ボックスに

「VacationManagement」と入力したら [OK] ボタンをクリックします。 

 
 

5. [変更のプレビュー] ダイアログ ボックスで内容を確認し、[適用] ボタンをクリックし

ます。 
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6. [ソリューション エクスプローラー] で [Class1.cs] を右クリックし、コンテキスト メ

ニューの [名前の変更] を選択します。 

 
 

7. クラス ファイル名を「VacationManagement.cs」に変更します。 

 
 

8. クラスの先頭にクラスの説明（XML ドキュメント コメント）を追加します。 

 

 /// <summary> 

 /// 休暇管理を行うクラス 

 /// </summary> 

 

 なお、XML ドキュメント コメントの記述に関しては、Visual Studio のコードスニペッ

ト機能を利用することが可能です。具体的にはクラスやメソッド、あるいはプロパティ
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の上の一行で [///] を入力すると、Visual Studio が自動的にそれぞれに最適化された 

XML ドキュメントコメントのスニペットを展開します。 

 
 

9. ここまで作成したコードを、Team Foundation Server に追加しましょう。ソリューショ

ン エクスプローラーにて、ソリューションを右クリックし、表示されたメニューから

「ソリューションをソース管理に追加」を選択します。 

 
 

10. [ソース管理の選択] ダイアログ ボックスで、[Team Foundation バージョン管理] 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。 
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11. [ソリューション SelfStudy をソース管理に追加] ダイアログ ボックスで、ソリューシ

ョンのフォルダ名や場所を確認し、[OK] ボタンをクリックします。 

 
 

12. ソリューション エクスプローラーのソリューション/プロジェクト 表示において、各項

目の先頭に [＋] が表示されます。Team Foundation Server でバージョン管理が行われ

ているファイルは、このように項目の先頭に Team Foundation Server での管理状態を

もとにしたアイコンが表示されます。 
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13. この状態では、Team Foundation Server との関連付けができたのみで、コード自体は 

Team Foundation Server に記録されていません。コードをサーバーに記録させるため、

ソリューション エクスプローラーでソリューションを右クリックし、コンテキスト メ

ニューの [チェックイン] を選択します。 
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14. [チーム エクスプローラー - 保留中のチェックイン] ウィンドウににチェックインの

ための情報が表示されます。[チェックイン] とは、開発者が自身の PC（ローカルの PC）

で行った作業を、Team Foundation Server に記録し、他のチーム メンバーとコードを

共有するための機能です。[コメント] テキスト ボックスに、「ソリューションの作成

開始に伴うチェックイン」と入力し、[チェックイン] ボタンをクリックします。 

 
 

 ※Team Foundation Server では、複数のファイルを一度にチェックインすることが可能

です。この時の操作は [アトミック] な単位で実施されます。つまり万が一、複数のフ

ァイルのうち一つでもチェックインに失敗すると、すべてのファイルのチェックインが

取り消されます。 

 

15. [チェックインの確認] ダイアログ ボックスを確認し、[はい] ボタンをクリックします。 

 
 

16. [チーム エクスプローラー - 保留中のチェックイン] ウィンドウに [変更セット n が

正しくチェックインされました] と表示されることを確認します。Team Foundation 

Server では、開発者の [チェックイン] によって行われたソースコードの変更を [変更
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セット] という単位で管理しています。以下の画面では、今回行ったコードの変更が [変

更セット 5] として記録されたことが確認できます（数字の部分は環境により異なる数

字になりますので、[変更セット 3] や [変更セット 6] のような表示であってもこのハ

ンズオンの実施としては問題ありません） 

 
 

17. Team Foundation Server に記録されているコードの情報は、Web ブラウザから確認す

ることも可能です。ここで、２つ目のハンズオンで確認した Web のポータルにアクセ

スし（デフォルトでは http://<コンピューター名>:8080/tfs）、上部のメニューから [コ

ード] をクリックします。上部サブ メニューから [エクスプローラー] を選択し、ツリ

ー ビューで [Visual Studio 自習書 | SelfStudy] ノードをクリックします。 
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18. ツリー ビューで [SelfStudy] ノードに含まれる [SelfStudy] プロジェクトのフォルダを

クリックし、[VacationManagement.cs] をクリックすると、先ほど Visual Studio で記

述し、チェックインしたコードを確認できます。 

 
 

19. また、Team Foundation Server では、Web ブラウザより変更セットの確認も可能です。

上部のサブ メニューから [変更セット]をクリックします。 

 
 

20. 次に Visual Studio に戻り、コードを追加します。VacationManagement クラスのクラ

ス定義の中でデフォルトのコンストラクタを追加します。[Ctlr + S] を押下し変更を保存

します。 
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21. ソリューション エクスプローラーにおける VacationManagement.cs の項目の先頭の

アイコンが赤色の チェックマークに変更され、Team Foundation Server の内容と異な

る状態にあることが示されます。 

 
 

22. 実際に Team Foundation Server に記録されているデータとの差分を確認しましょう。

[ソリューション エクスプローラー] ウィンドウで、[VacationManagement.cs] を右ク

リックし、コンテキスト メニューの [比較] を選択します。 
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23. [比較] ダイアログ ボックスで [OK] ボタンをクリックします。 

 
 

24. Team Foundation Server 側で保存されているファイル（左側）とローカルにあるファイ

ル（右側）の比較結果が表示されます。Team Foundation Server を使用しバージョン管

理を行っていると、このようにしてチェックイン前に実施した変更の内容を確認するこ

とが可能です。 
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25. 再度コードのチェックインを行います。[ソリューション エクスプローラー] ウィンド

ウで [VacationManagement.cs] を右クリックし、コンテキスト メニューの [チェック

イン]を選択します。 

 
 

26. [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 「VacationManagement のコンストラクタを追加」と入力します。 
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27. コードの [チェックイン] ではコードの変更内容を [変更セット] として記録できるほ

か、作成済みの [プロダクト バックログ] の情報や [タスク] と関連付けることが可能

です。つまり、プロジェクト管理の観点で、それぞれのコードの変更がどのようなタス

ク（あるいはプロダクトバックログなどの作業項目）に紐づいて行われたのかを管理で

きることになります。 

 ここでは、タスクとの関連付けを設定するため、一旦 Team Foundation Server に Web 

ブラウザでアクセスし、タスク情報の確認を行います。 

 前の手順 でアクセスした Team Foundation Server のポータル画面の上部のメニュー

から [作業] を選択し、左ペインのツリー ビューで [現在 | スプリント 1] を選択しま

す。右ペインで [Visual Studio 自習書チーム スプリント 1] が表示されることを確認

し、メニューから [ボード] を選択します。 

 表示されたタスク ボードの作業項目（プロダクト バックログ、ならびにタスク）の中

から [ASP.NET MVC 4 を利用し、ユーザー認証情報を作成する] をダブルクリックし

ます。 
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28. 表示された詳細情報のうち、左上にあるタスクの ID（下記の画面では [タスク 4] とな

っているので、タスクの ID は [4] になります）を確認してください。ID の確認がで

きれば、「キャンセル」をクリックして詳細情報を閉じてください。 

 
 

29. Visual Studio の [チームエクスプローラー - 保留中の変更] ウィンドウに戻り、チェッ

クイン情報の [関連作業項目] セクション の [ID によって作業項目を追加] をクリッ

クし、先ほど確認した ID (下記の例では [4])を入力し、[追加] をクリックします。 
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30. [関連作業項目] セクションに [ASP.NET MVC 4 を利用し、ユーザー認証情報を作成す

る] のタスクが表示されます。Team Foundation Server では、変更セット（コードの変

更情報）と作業項目（タスク等の情報）の関係として、[解決]（関連づけられた作業項

目のステータスが解決（完了）になる）と[関連付け]（作業項目と関連付けは行うが、

ステータスを解決（完了）にはしない）を選択できます。今回は [関連付け] のみとし

たいので、チーム エクスプローラーに表示されている作業項目情報の右側にある [解

決] をクリックし、表示されたメニューから [関連付け] を選びます。 
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31. 該当箇所のチームエクスプローラー上の表示が「関連付け」に変わったことを確認し、

「チェックイン」をクリックします。 
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32. 「チェックインの確認」が表示されるので、[はい] をクリックし、チェックインと作業

項目への関連付けを実行します。 

 
 

33. チェックインが成功すると、チームエクスプローラーに下記のようなメッセージが表示

されます。今回の場合 [変更セット 7] として記録されたことがわかります（この数字

は環境により異なりますので、[7] 以外の数字になる場合もあります）。 

 
 

34. 次にタスク情報からコードへの関連を確認してみましょう。手順 27、28 で実施したよ

うに Team Web Access ウィンドウに切り替え、 [ASP.NET MVC 4 を利用し、ユーザー

認証情報を作成する] のタスクを開きます。タスクの詳細情報ページ右下の、[履歴] セ

クションにある [リンク] をクリックします。 
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35. リンク項目として [親]（このタスクの親となるプロダクト バックログ情報へのリンク）

と、[変更セット]（このタスクに関連付けられたコード変更の履歴）を確認できます。 
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36. [変更セット]に含まれる「変更セット 7」をダブルクリックをすると、新しいタブが開

き、Web ブラウザから [変更セット 7] の詳細情報を確認することが可能です。 

 
 

37. ソース コード ファイル名 [VacationManaement.cs] 左のアイコンのさらに左にマウス

をフォーカスすると現れるメニュー アイコン(▼) をクリックし、メニューの [前のバー

ジョンと比較] を選択します。 

 
 

38. 変更セットに含まれるソース コードと一つ前のバージョンの差分を確認することがで

きます。 
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 このように Team Foundation Server を使用すると、コードのバージョン管理だけでな

く、プロジェクト管理の観点での作業項目（プロダクト バックログやタスク等）の管

理を行うことができ、またそれら二つの情報を互いに関連付けることで、開発者の行っ

た作業がどのような作業項目に基づいて行われたものかを記録することが可能です。 

 また、これらの情報は Visual Studio からだけでなく、Web ブラウザからも確認するこ

とができるので、Visual Studio を普段使用しないプロジェクト関係者がプロジェクトの

進捗状況や、コードの進捗状況を Web ブラウザから確認することが可能になります。 

 

以上で、三つめのハンズオンは終了です。 

三つめのハンズオンでは、Team Foundation Server を利用したコードのバージョン

管理と、作業項目との関連付けを行いました。 

(1) Team Foundation Server でのコードのバージョン管理の開始 

(ア) Team Foundation Server との関連付け 

(イ) Team Foundation Server へのコードのチェックイン 

(2) コードを更新した際のチェックイン 

(ア) チェックイン前のコードの変更箇所の確認 

(イ) チェックインにおける作業項目とコードの変更内容の関連付け 

(ウ) Web ブラウザを使った作業項目に紐づくコード変更内容の確認 

 

 

 

 

 


