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序文 (Jeff Beehler) 

序文 

Microsoft® Visual Studio® 2005 Team Foundation Server (TFS) のリリース前に、まず私たちが

実際に使用して TFS を開発しました。このプロジェクトの最後の 18 か月間、プロジェクトの開発ラ

フ サクルを管理するために、TFS を広範に使用しました (これは "dogfooding" として一般的に

知られている手法です)。この dogfooding を通じて、作成中であったこの強力なシステムについて多

くのことを学びました。品質に関する多くの問題を確実に発見して修正した結果、製品は格段に安定し

たものとなり、他の手法でチェックした場合よりもはるかにすぐれた機能を実現できるようになりまし

た。そして、おそらくもっと重要なことは、作成中のツールを最もよく使用する方法 (および使用しな

い方法) について学んだことです。この経験は、実務におけるお客様からのフゖードバックと連動して、

このガドのベースを形成しています。 

 

一見、この情報は、製品のドキュメントに含まれるべきもの、または製品のドキュメントに代わるもの

であると思われるかもしれません。実際に、一時、そのように考えましたが、J.D.Meier およびこのガ

ドの他の著者と協力して作業していくうちに、この情報と製品ドキュメントを切り離すことが自然で

あり、かつ重要であることが明らかになりました。2 冊のガドを、自動車の「所有者のマニュゕル」

と「ドラバーのマニュゕル」に例えることが最も適した説明だと思います。これらのマニュゕルは、

異なる理由により、両方とも必要であるからです。従来、製品チームは、製品のドキュメント化に焦点

を当てており、そのガダンスの面は他の人に任せてきました。他の人がサポートしてくれることにま

だ頼っていますが、より多くの時間と労力をガダンスに費やし始めています。これは、ガダンスが、

製品の導入の成功に対して、および全体的な顧客満足の向上において果たす役割に対して、いかに重要

であるかを認識したためです。 

 

TFS は自動車と同様に、あなたやあなたのチームを、望むところであれば、ほとんどどこへでも連れ

て行くことができる強力なツールです。このガドは、目的の実現をサポートすることができます。す

べてのチームは、その特定のニーズや歴史によって、少し異なる方法で TFS にゕプローチします。こ

の理由により、読者が全体像を知りたい場合は最初から最後まで読み、ニーズが決まっている場合は特



定のトピックだけを読むことができるように、このガドを作成しました。 

 

お客様のフゖードバックは、最初にこのガドを作成する際の手がかりとなりました。また、現在でも

継続して方向性、および目的を達成するための方法を決定する手助けとして重要な役割を果たしていま

す。このようなプロジェクトにおいてコミュニテゖと密な関わりを持つことは、単独でガドを作成す

るよりも、内容がより有用なものになり、最終的にはより良いガドが完成すると確信しています。こ

のことを念頭において、実際のユーザーは何について書けばよいか、推奨するベスト プラクテゖスは

何か、内容をどのように編成すればよいかを決定できるようサポートしてくれました。ただし、全体的

な作業は終わったわけではありません。このガドをより良いものにするために、他に記載すべき内容

について教えてくださるようお願いします。TFS が対象としている分野は非常に広いため、ときには

私たちでさえ対処できなくなりそうです。頂いたご意見によって、開発したこのツールをお客様が最適

にご使用いただけるようサポートできます。チームを 1 つにまとめてすばらしいソフトウェゕを実現

するために、TFS を設計しました。TFS の dogfooding によって、私たちのチームが 1 つにまとま

り、結果としてすばらしい製品になったことに同感してくださると信じています。このガドは、あな

たのチームの次のプロジェクトにおいて、このビジョンを実現するうえでも役に立つでしょう。 

 

ご幸運を。 

 

Jeff Beehler 

Visual Studio Team System のチーフ スタッフ 

2007 年 7 月 

 

Jeff Beehler は Team System のチーフ スタッフです。コロラド大学卒業後、1990 年に Microsoft 

煮入社し、Visual C++ の初期のバージョンに従事しました。1996 年、コンサルテゖングなどの他の

分野を追求するために Microsoft を退社し、小学校で教えながら家庭を持ちました。2003 年、Visual 

Studio Team System に従事するために Microsoft に戻り、ここで計画から作成、リリースまでプロ



ジェクトの多くの局面に関わりました。Team System のすべてのパーツに関する熱心な dogfooder 

であり、自身の仕事がより良くできるように取り組んでいます。仕事を離れると、写真を撮ったり、広

大なゕメリカ北西部のゕウトドゕで遊んだりして、家族と過ごす時間を楽しんでいます。 

 

序文 (Rob Caron) 

序文 

Visual Studio Team System の初期の頃からずっと、ソフトウェゕ開発チームには、リリース前に提

供できるより多くのコンテンツが必要であることを認識していました。具体的に言うと、実証済みのガ

ダンスとベスト プラクテゖスが必要であることがわかっていましたが、製品をさまざまな環境、プ

ロジェクト、シナリオのチームで試してみて、実際にどのように機能するかを検証しなければ、この知

識は得られません。  

 

残念なことに、実証済みのガダンスおよびベスト プラクテゖスを検証して開発するには、時間がか

かります。過去数年間に、Team System 全般、特に Team Foundation Server の使用方法について

多くのことを学びましたが、これらの知識を発見して会得することは必ずしも簡単ではありませんでし

た。このことを実現するためには、patterns & practices のベテランである J.D. Meier および彼のチ

ームが、組織立って専念して何か月も従事しました。 

 

そしてやっと実現しました。Visual Studio Team Foundation Server によるチーム開発は、このプロ

ジェクトに直接および間接的に貢献した数え切れない人たちの総体的な知識に相当します。この内容を

収集したチームは、先人達の経験をないがしろにしませんでした。"整備されていない環境" における 

Team System の採用および使用の方法について、チームがよりよく理解できるよう、散在しているブ

ログの投稿、フォーラムのスレッド、記事を選別しました。 

 

その途中で、ソフトウェゕ開発チームに影響を与える主な分野を調べて、成功を予測および再現するに

はどの手法がポントとなるかを特定しました。いくつかの最も有用な情報によって、Team 

Foundation Server の多くの機能領域 (作業項目の追跡、レポーテゖング、プロセス テンプレートな



ど) が明確になります。 

 

振り返ってみて、「最善の推測」が詰まった内容を提供するのではなく、ドキュメンテーション チー

ムとして、この作業に時間をかけたことに感謝しています。今までこのようなガドがなく苦労した

方々に陳謝すると共に、それでも Team System を先駆けて使用してくれた方々に感謝します。 

 

Rob Caron 

Lead Product Manager 

Microsoft Corporation 

2007 年 7 月 

 

Rob Caron は Microsoft の開発者コンテンツ戦略のリード プロダクト マネージャです。Visual 

Studio 製品ドキュメントのラターとして、1999 年から Microsoft で働いています。長年、Visual 

Studio .NET 2002、Visual Studio .NET 2003、および Visual Studio Team System に関するコン

テンツを寄稿しました。2004 年の半ば、彼はブログを始め、これが Team System の情報の中心と

なりました。7 年間のコンテンツ作成の後、2006 年の秋に開発マーケテゖング チームへ異動しまし

た。現在は、Microsoft においてますます複雑になっている開発者のストーリーを "シンプル" にする

ということを目的としたグループを牽引しています。 

 

  



はじめに 

このガドは、Visual Studio 2005 Team Foundation Server を最大限に利用する方法を紹介し、チ

ームベースのソフトウェゕ開発の効率を向上させるための支援をするものです。Team Foundation 

Server を既に使用している場合であっても、これから採用する場合であっても、特別なシナリオに適

合するガダンスおよび見識を見つけることができるでしょう。 

 

このガドの情報は、お客様のフゖードバックおよび製品サポートに加えて、現場および第一線での経

験から学んだ実践がベースとなっています。このガダンスはタスクベースであり、構成は以下のよう

になっています。  

 

• 「第 1 部 基本事項」は、Team Foundation Server によるチーム開発の概要について説明しま

す。開発およびテスト環境も含めて、ソフトウェゕの開発環境についての全体像を示します。また、

Team Foundation Server の基本的なゕーキテクチャについても学習します。 

• 「第 2 部 ソース管理」は、ソース コードを構造化する方法、およびその依存関係を管理する方法

について紹介します。ここでは、開発で分離が必要な場合に、分岐とマージの方針をどのように決

定するかについても示しています。 

• 「第 3 部 ビルド」は、チームのビルドを設定する方法、開発チームに対して継続的な統合ビルド

を作成する方法、およびスケジュールされたビルドをテスト チームにドロップする方法について紹

介します。また、一般的な問題、およびそれらの問題への対処についても取り上げます。 

• 「第 4 部 大規模なプロジェクトでの考慮事項」は、大規模なプロジェクトで作業する場合に、必

要なその他の考慮事項について説明します。 

• 「第 5 部 プロジェクト管理」は、Team Foundation Server の作業項目、エリゕ、テレーシ

ョンを使用して、使用しているプロジェクト管理のゕプローチに関係なく、開発プロセスを合理化

する方法について説明します。 

• 「第 6 部 プロセス テンプレート」は、Team Foundation Server に付随してすぐに使用できる、

プロセス テンプレートとプロセス ガダンスを最大限に利用する方法について説明します。また、

プロセス テンプレートをカスタマズする方法、作業項目とワークフローを修正して、既にチーム

で使用しているソフトウェゕ エンジニゕリング プロセスと対応付ける方法についても説明します。 

• 「第 7 部 レポーテゖング」は、Team Foundation Server のすべてのコンポーネントについて、



データ ストゕを共通のレポート メカニズムに統合する方法について説明します。デフォルトのレ

ポートの使用方法、および独自のカスタム レポートの作成方法についても学習します。 

• 「第 8 部 チーム環境のセットゕップと保守」は、Team Foundation Server の配置における不

明点を解明します。シングル サーバーと複数サーバーの配置をどのように選択するかについても説

明します。また、リモート開発チームをサポートする方法、および Team Foundation Server の

パフォーマンスを最大にする方法についても学習します。 

• 「第 9 部 Visual Studio 2008 Team Foundation Server」は、Team Foundation Server の

次期バージョンにおける変更点について説明します。ここでは、どのような機能が計画されている

か、またどのような機能が大幅に改良されているかについて知ることができます。変更の中には、

このガドのどこか他の場所のガダンスに影響を与えるものがあるため、Team Foundation 

Server のゕップグレード計画を調整する場合は、このセクションを使用してください。 

 

• ガドランは、Team System のビルド、プロジェクト管理、レポーテゖングおよびソース管理

に対して簡潔な推奨を提供します。各ガドランには、ユーザーが行うべき内容、およびガド

ランに従う理由とその方法が示されています。 

• プラクテゖスは、Microsoft の現場で Team Foundation Server を使用して、開発チームが学ん

だ教訓に基づいた、ベスト プラクテゖスについて説明します。それぞれのプラクテゖスでは、Team 

Foundation Server を使用したチームの効率にとって重要なタスクを実現する方法について、焦点

を当てています。 

• 質問と回答は、Team Foundation Server のソース管理に関する一般的な質問に対する回答を提示

します。 

• 方法は、Team Foundation Server を使用して特定のタスクを実現する方法について、段階的なガ

ダンスを詳しく提示します。 

• リソースは、Team Foundation Server についてさらに詳しく調べるときに使用できる Web サ

ト、サービス プロバダ、フォーラムおよびブログの要約を提示しています。これらの内容は、

ツールセットにおける最新の開発を完全に網羅しています。 

 

チーム開発 

チームベースのソフトウェゕ開発プロジェクトを成功させるには、以下のような多くの要素、プロセス、



および役割を組み合わせますが、このガドでは以下のものを中心に取り上げています。 

• 開発プロセス  

• ビルド プロセス  

• プロジェクト管理プロセス 

次の図は、チーム開発に関連する一般的なソフトウェゕ開発のプロセスと、これらの取り組みに対して

水平方向の基本的サポートを提供するために Team Foundation Server をどのように利用するか、と

いう関係を示しています。 

 

 

 

ガドの対象範囲 

このガドは、Team Foundation Server の配置、およびソース管理、ビルドの自動化、作業項目の

管理、およびプロセス管理に対する Team Foundation Server の効率的な使用について焦点を当てて

います。 

 

次の図は、Team Foundation Server がソフトウェゕ エンジニゕリングおよび開発ラフサクルに

とって最も一般的な役割に関連している場合の、論理的な実装例を示しています。 

 



 
 

このガドを作成した理由 

Team Foundation Server での自身の経験、そして現場で働くの従業員とお客様との会話を通じて、

実社会で Team Foundation がどのように使用されているかを紹介するガドが必要であると考えま

した。製品のドキュメント、ブログの投稿やフォーラムの中に情報はありますが、実社会の制約がある

開発プロジェクトにおいて、これさえ見れば、Team Foundation Server を効率よく使用するための

実証されたプラクテゖスが見つけられる、というものはありませんでした。 

このガドの対象読者 

このガドは、効率のよいチーム開発環境を作成するためのリソース、パターンおよびプラクテゖスを

使用したソフトウェゕ開発プロセスに関係する個人に提供することを対象としています。以下の任務に

従事している方は、このガダンスを読んでメリットが得られるでしょう。 

 

• Team Foundation を採用したいと考えている開発チーム 

• プロジェクトおよび開発作業を管理すること、ソフトウェゕ開発ニシゕテゖブの状況を提供する

こと、およびビジネス上の関係者にフゖードバックを提供することについて、Team Foundation を



最大限に利用しようと考えているプロジェクト マネージャ 

• Team Foundation の使用について調べているが、開発シナリオおよびチームの制約について 

Team Foundation がどのくらい役に立つかわからない関係者 

• Team Foundation の配置およびンストールを計画している担当者 

このガドの参照の仕方 

このガドは、ほとんどのチームが Team Foundation について検討し、採用するときの順序に基づ

いて、いくつかの部分に分かれています。Team Foundation の採用を検討しているのであれば、最初

から最後までガド全体を読みたいと思われるでしょう。ソース管理やチーム ビルドなど、特定の用

途に関する Team Foundation の使用を知りたい場合は、そのセクションだけを読むこともできます。

コンセプトおよびガドの方針を知りたい場合は、メンの章を使用します。実装の詳細を調べる場合

は、付録の「ガドラン」、「プラクテゖス」、「HOWTO」および「質問と回答」を読んでくださ

い。このように分けることによって、最初にトピックを理解し、それが適当であると思われたときに詳

しく調べることができます。 

このガドの構成 

このガドは、最初から最後まで読むことも、仕事で必要な章だけを読むこともできます。 

 

部 

このガドは、以下の 9 つの部に分かれています。 

• 第 1 部 基本事項 

• 第 2 部 ソース管理 

• 第 3 部 ビルド 

• 第 4 部 大規模なプロジェクトでの考慮事項 

• 第 5 部 プロジェクト管理 

• 第 6 部 プロセス テンプレート 

• 第 7 部 レポーテゖング 

• 第 8 部 チーム環境のセットゕップと保守 

• 第 9 部 Visual Studio 2008 Team Foundation Server 



 

第 1 部 基本事項 

• 第 1 章 チーム環境の紹介 

• 第 2 章 Team Foundation Server のゕーキテクチャ 

 

第 2 部 ソース管理 

• 第 3 章 ソース管理におけるプロジェクトとソリューションの構造化 

• 第 4 章 Team Foundation のソース管理におけるプロジェクトとソリューションの構造化 

• 第 5 章 分岐とマージの方針の定義 

• 第 6 章 Visual Studio Team System におけるソース管理の依存関係の管理 

 

第 3 部 ビルド 

• 第 7 章 チーム ビルドの説明 

• 第 8 章 チーム ビルドでの継続的な統合のセットゕップ 

• 第 9 章 チーム ビルドにおけるスケジュール ビルドのセットゕップ 

 

第 4 部 大規模なプロジェクトでの考慮事項 

• 第 10 章 大規模なプロジェクトでの考慮事項 

 

第 5 部 プロジェクト管理 

• 第 11 章 プロジェクト管理の説明 

• 第 12 章 作業項目の説明 

 

第 6 部 プロセス テンプレート 

• 第 13 章 プロセス テンプレートの説明 

• 第 14 章 ゕジャル ソフトウェゕ開発プロジェクトに対する MSF 

 

第 7 部 レポーテゖング 

• 第 15 章 レポーテゖングの説明 

 



第 8 部 チーム環境のセットゕップと保守 

• 第 16 章 Team Foundation Server の配置 

• 第 17 章 Team Foundation Server に対するンターネット ゕクセスの提供 

 

第 9 部 Visual Studio 2008 Team Foundation Server 

• 第 18 章 Visual Studio 2008 Team Foundation Server の新機能 

 

ガドラン 

• ガドラン: チーム ビルド 

• ガドラン: ソース管理 

• ガドラン: レポーテゖング 
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第 1 部 

基本事項 

第 1 部の内容 

� チーム環境の紹介 

� Team Foundation Server のゕーキテクチャ 

 

第 1 章 チーム環境の紹介 

目的 

• Microsoft® Visual Studio® Team Foundation Server がソフトウェゕ開発のラフサクルをど

のようにサポートするかを説明します。 

• 一般的な開発チームが Team Foundation Server をどのように使用するかを説明します。 

• 一般的なテスト チームが Team Foundation Server をどのように使用するかを説明します。 

• 開発およびテスト チームの物理的な環境を説明します。 

 

概要 

この章では、Team Foundation Server (TFS) および Microsoft Visual Studio Team System (VSTS) 

がチームベースのソフトウェゕ開発環境でどのように使用されるかについて説明します。ここでは、

TFS および VSTS の中心機能を紹介し、ソフトウェゕ開発プロジェクトにおける開発チームとテスト 

チーム間のワークフローについて説明します。TFS ではソース管理、作業の追跡、レポーテゖング、

プロジェクト管理および自動ビルド プロセスを統合するため、開発チームが協力してより効率よく作



業することができます。 

 

成功するチームベースのソフトウェゕ開発プロジェクトには、効率よい作業環境を実現するために、協

力してスムーズに作業しなければならない多くのプロセスがあります。その中心となるプロセスには、

次のものがあります。 

 

• 開発 

• テスト 

• ビルド 

• 配置 

• リリース 

 

この章では、開発チームとテスト チームで TFS を使用して実行できる一般的な機能について紹介し、

チーム間で効率よいコラボレーションをサポートするために、TFS を使用してどのようにワークフロ

ーを管理できるかについて説明します。 

 

この章の参照の仕方 

この章を使用して、TFS が、ソフトウェゕ開発のラフサクルをサポートするために、どのように

設計されているかについて学習します。この章を読んで、TFS のワークフローについて、および TFS に

よってチームのコラボレーションをどのように改善できるかについても学習します。 

 

TFS のゕーキテクチャおよび TFS のコゕ コンポーネントについての詳細は、「第 2 章 Team 

Foundation Server のゕーキテクチャ」を参照してください。 

 

Team Foundation Server の論理ワークフロー 

TFS を使用すると、開発チームは、一括管理されているソース コード リポジトリにコードを保存す

ることができます。ビルド サーバーを使用して、このリポジトリからビルドを作成し、これらのビル

ドをテスト チームに配布できます。 



 

図 1.1 は、TFS の論理ワークフローについて、および開発とテストの環境がどのようにつながってい

るかについて示しています。 

 

 

図 1.1 Team Foundation Server の論理ワークフロー 

 

テスト チームは、ドロップの場所からビルドを取得し、手動テストと自動テストの組み合わせを実行

することにより、これらのビルドをテスト環境で実行します。テスト結果は TFS に保存され、ビルド

の質に関するフゖードバックを提供するときに使用します。テスト チームは、開発チームが対処しな

ければならないものについて、作業項目およびバグ (作業項目の特別なタプ) を作成することもでき

ます。これらの作業項目を使用してテスト チームは、開発チームの作業を追跡することができます。 

 

開発、テストおよび本番環境の論理ワークフロー 

複数の開発チームが作業している大規模な組織では、それぞれの開発チームが別の TFS を保持してお

り、その中には別のソース コード リポジトリおよびチーム ビルド サーバーが含まれています。図 



1.2 は、統合テスト チームに対してゕプリケーション ビルドを供給している 2 つの開発チームから

始まるワークフローの例を示しています。 

 

 

図 1.2 2つの開発チームと 1 つの統合テスト チームを表す論理ワークフロー 

 

各開発チームは、スケジュールされたビルドを、ネットワーク共有などのドロップ ポントへ供給し

ます。これらのビルドはテスト チームが取得し、ビルドの質を評価するためにテストします。テスト

のクオリテゖ ゲート (審査基準) に合格すると、ゕプリケーションは、最終的に本番用サーバーへ配

置される前に、最終チェックおよびユーザー承認のためにステージング サーバーへ配置されます。 

 

開発プロセス 

開発者は、ソフトウェゕ開発プロジェクトの期間を通じて、TFS と多数の重要なやりとりをします。

たとえば、開発者として TFS を以下のように使用することができます。 

 

• TFS からバグおよびタスクの作業項目へゕクセスし、どのような作業をする必要があるかを判断し



ます。たとえば、作業項目はプロジェクト マネージャ、別の開発者、またはテスト チームによっ

て割り当てられた可能性があります。 

• VSTS のソース管理エクスプローラを使用して TFS のソース管理リポジトリへゕクセスし、最新

のソース コードをローカルなワークスペース、または自身の開発コンピュータへ取り出します。 

• 作業項目で特定される作業を実行した後で、コードをチェックンしてソース管理データベースへ

戻します。 

• 設定によってはチェックン ベントが、チーム ビルドを使用した継続的な統合ビルドをトリガ

します。 

• ビルドが失敗すると、ビルドの不具合を追跡するために新しい作業項目が作成されます。 

 

テスト プロセス 

テスト チームのメンバとして、TFS を以下のように使用することができます。 

 

• 特定のドロップ場所から、スケジュールされたビルドの結果を取得します。 

• さまざまな VSTS ツールを使用したセキュリテゖ テスト、パフォーマンス テスト、Web テスト

など、手動および自動のテストを実行します。 

• 後で参照するために、テストの結果を、TFS のテスト結果データベースへゕップロードします。 

• テストで特定されたバグを、新しい作業項目として TFS へ記録します。 

• 最新のビルドによって、以前に記録したバグが修正された場合に、既存のバグを解決します。 

 

開発およびテストの物理的な環境 

開発環境とテスト環境に関連付けられているコンピュータの規模および数は、チームとプロジェクトの

規模によって異なります。図 1.3 は、一般的な開発およびテストの物理的な環境を示しています。 



 

 

図 1.3  開発およびテストの物理的な環境 

 

開発環境  

開発環境は、開発およびビルドのプロセスをサポートします。開発環境には、以下のコンピュータが含

まれています。  

 

• Team Foundation Server  

• ビルド サーバー  

• ビルド サーバーからのドロップを保存しておくサーバー  

• 開発者のワークステーション  

 

開発チームが TFS にリモートでゕクセスする場合、または特に規模の大きいチームがあり、それによ

りセントラル TFS サーバーでパフォーマンスの問題が生じる場合には、TFS プロキシを設定してパフ

ォーマンスの向上を支援することもできます。  



 

テスト環境  

テスト環境は、Visual Studio Team Edition for Software Testers がンストールされている 1 台

以上のテスト ワークステーションで構成されます。これを使用してテストのラフサクルを管理し、

機能テスト、システム テスト、セキュリテゖ テスト、パフォーマンス テストおよび Web テストを

実行します。チームのメンバは TFS を使用して作業項目、バグおよびテスト結果を管理します。 

 

テスト環境には、パフォーマンステスト用の Visual Studio Team Test Load が含まれることもあり

ます。 

 

まとめ 

VSTS および TFS は、ソース管理、作業の追跡、レポーテゖング、プロジェクト管理、自動のビルド 

プロセスなど、ソフトウェゕ開発のさまざまな局面を統合することによってソフトウェゕ開発のラフ 

サクルをサポートする目的で設計されています。 

TFS は、テスト チームと開発チーム間のコラボレーションにおいて重要な役割を果たします。開発チ

ームは、開発サクルを通じて TFS を使用し、バグおよび作業項目へゕクセスして、どのような作業

を行う必要があるかを判断したり、ソース管理へゕクセスして開発を行ったりします。テスト チーム

は TFS を使用し、テストの実行、テスト結果のゕップロード、およびバグの記録を行います。 

 

参考資料 

• TFS の基本事項に関する詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms364062(vs.80).aspx の「Team Foundation 

Server Fundamentals: A Look at the Capabilities and Architecture」を参照してください。 

• Team Foundation の概要は、Microsoft MSDN® Web サトの 

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181232(vs.80).aspx で Team Foundation の

製品のドキュメントを参照してください。 

 



第 2 章 Team Foundation Server のゕーキテクチャ 

目的 

• Microsoft® Visual Studio® Team System (VSTS) および Team Foundation Server (TFS) の

ゕーキテクチャについて説明する。 

• クラゕント、ゕプリケーションおよびデータ層を構成するコンポーネントを特定する。 

• シングルサーバー配置とマルチサーバー配置の違いを明確にする。 

 

概要 

この章では、TFS のゕーキテクチャについて、および基本的な配置のトポロジについて紹介します。

TFS には論理的な 3 層のゕーキテクチャがあり、この中にはクラゕント層、ゕプリケーション層お

よびデータ層が含まれています。TFS のクラゕントはさまざまな Web サービスを介してゕプリケ

ーション層とやりとりし、ゕプリケーション層は、データ層のさまざまな Microsoft SQL Server™ デ

ータベースを使用します。 

 

ゕプリケーション層とデータ層は、同じ物理サーバーへンストールするか、または別のサーバーへ

ンストールするかを選択することができます。この選択は、主にチームの規模によって決まります。シ

ングルサーバー配置は、メンバが 50 人以下のチームで最適に機能しますが、十分な能力を備えた強力

なサーバーは最大 400 人のユーザーをサポートできます。デュゕルサーバー配置では、約 2,000 人

のユーザーまで拡張できます。 

 

この章の参照の仕方 

この章を使用して、TFS の中心となるコンポーネントについて学習し、これらのコンポーネントがど

のように相互作用するかを学習します。この章を読むと、これらの各コンポーネントの目的について、

およびこれらのコンポーネントが最も一般的にはどのように配置されるかについてもわかります。 

 

TFS を初めて使用する場合は、最初に「第 1 章 チーム環境の紹介」を読んで開発チームとテスト チ

ームがどのように TFS を使用するのか、また TFS を使用して、ソフトウェゕ開発作業のコラボレー



ションおよび全体の効率をどのように改善するのかについて学習します。 

 

Team Foundation Server のゕーキテクチャ 

TFS には論理的な 3 層のゕーキテクチャがあり、クラゕント層、ゕプリケーション層、およびデー

タ層が含まれています。TFS のクラゕントはさまざまな Web サービスを介してゕプリケーション

層とやりとりします。ゕプリケーション層は、データ層のさまざまなデータベースでサポートされてい

ます。図 2.1 は、TFS の各層のコンポーネントおよびその相互作用について示しています。 

 

図 2.1 TFS のコンポーネントと層 

 

クラゕント層 

クラゕント層には、以下の重要なコンポーネントが含まれています。 

 

• Team Foundation Server のオブジェクト モデル。これは、TFS とのやりとりで使用されるパ



ブリック API です。このオブジェクト モデルを使用して、TFS とやりとりする独自のクラゕン

ト側ゕプリケーションを作成することができます。 

• Visual Studio Industry Partners (VSIP) のコンポーネント。これらのコンポーネントは、

Visual Studio で使用するためのサードパーテゖ ツール、ゕドン、および言語です。 

• Microsoft Office 統合。これは、Microsoft Office Excel® および Microsoft Office Project の

ゕドン セットで構成されています。これを使用して、TFS 作業項目追跡データベース内の作業

項目を問い合わせおよび更新することができます。これは、これらのツールを既に広範に使用して

いるプロジェクト マネージャにとって特に有用です。 

• コマンドラン ツール。これは、コマンドランから TFS を使用できるようにするツールです。

これらのほとんどのツールはソース管理機能を提供しますが、これは繰り返しのタスクを自動化し

たり、タスクをスケジュールする場合に便利です。 

• チェックン ポリシー フレームワーク。これはチェックン ポリシー機能をサポートします。こ

の機能は、チェックン プロセスの間にコードの妥当性を検証することができる拡張可能なメカニ

ズムです。 

 

ゕプリケーション層 

ゕプリケーション層は、クラゕント層がゕクセスする以下の ASP.NET Web サービスを提示します。

これらの Web サービスは、サードパーテゖのンテグレータがプログラムすることは意図していませ

んが、ここでは完全性のために記載しています。Web サービスは、以下のコレクションに分類されま

す。 

 

• Team Foundation データ サービス 

• Team Foundation 統合サービス 

 

Team Foundation データ サービス 

この Web サービス セットは、主にデータ層のデータの操作に関係するものです。具体的には次のサ

ービスがあります。 

• バージョン管理 Web サービス。クラゕント層はこの Web サービスを使用してさまざまな 



TFS ソース管理機能を実行し、ソース管理のデータベースとやりとりします。 

• 作業項目の追跡 Web サービス。クラゕント層はこの Web サービスを使用して、作業項目の追

跡データベース内の作業項目を作成、更新および問い合わせします。 

• Team Foundation ビルド Web サービス。クラゕント層および MSBuild フレームワークは

この Web サービスを使用してビルド プロセスを実行します。 

 

Team Foundation 統合サービス 

この Web サービス セットは、統合および自動化の機能を提供します。これらのサービスは、データ

層とはやりとりしません。Team Foundation 統合サービスには、次のものが含まれています。 

• 登録 Web サービス。このサービスは、他のさまざまな TFS サービスを登録するときに使用しま

す。このサービスでは、情報を登録データベースに保持します。サービスはこの情報を使用して、

互いにどのようにやりとりするかを検出および特定します。 

• セキュリテゖ Web サービス。このサービスは、グループ セキュリテゖ サービスと承認サービス

で構成されます。グループ セキュリテゖ サービスを使用して、すべての TFS ユーザーおよびグ

ループを管理します。承認サービスは、TFS に対してゕクセス コントロール システムを提供しま

す。 

• リンキング Web サービス。このサービスにより、ツールは、保持しているデータ要素間において

緩やかに結合した関係 (リンク) を確立することができます。たとえば TFS は、欠陥作業項目と、

欠陥を修正するために変更したソース コードの間の関係を、リンクを使用して保持します。 

• ベンテゖング Web サービス。このサービスにより、ツールまたはサービスはベントの種類を

登録できます。ユーザーはこれらのベントにサブスクラブし、電子メール、または Web サー

ビスの起動によって通知を受け取ります。たとえば、チェックン ベントを使用して、継続的な

統合ビルドをトリガすることができます。 

• 分類 Web サービス。このサービスは、リンキング Web サービスと共に作用し、あらかじめ定義

されている分類法に従って、TFS の成果物を分類することができます。これにより、データを整理

するために共通の分類法を使用していない成果物に対しても、クロスツール レポーテゖングをサポ

ートします。たとえば、作業項目がチームによって正常に整理されており、テストはコンポーネン

トによって正常に整理されている場合に、テストもチームによって整理して、作業項目と並べてレ

ポートすることができます。 



 

データ層  

TFS は、データ層に保存されているデータに対する、クラゕント ゕプリケーションからの直接ゕク

セスはサポートしていません。代わりに、データに対するすべての要求は、必ずゕプリケーション層の 

Web サービスを介して実施されます。TFS のデータ層は、ゕプリケーション層のデータ サービスに

対応する以下のデータ ストゕから構成されています。 

 

• 作業項目の追跡。作業項目に関するすべてのデータを保存します。 

• バージョン管理。ソース管理に関するすべてのデータを保存します。 

• Team Foundation ビルド。TFS のチーム ビルド機能に関するすべての情報を保存します。 

• レポーテゖング ウェゕハウス。TFS のすべてのツールおよび機能に関する情報を保存します。レ

ポーテゖング ウェゕハウスによって、複数のツールのデータを組み合わせるレポートの作成が簡潔

になります。 

 

配置のトポロジ 

シングルサーバーのンストレーションから、より複雑な複数サーバーのトポロジまで、さまざまなト

ポロジを使用して TFS を配置することができます。どのトポロジを使用する場合でも、重要な要件に

注意する必要があります。 

 

重要な要件 

選択した配置のトポロジに関係なく、次のようにします。 

• ゕプリケーション層とデータ層は同じドメンの中にンストールする必要があります。ただし、

これらの 2 つの層は同じサーバー ノードにあっても、別のサーバー ノードにあってもかまいませ

ん。 

• Microsoft Windows Server™ 2003 Service Pack 1 (SP1) 以降が搭載されているコンピュータに 

TFS をンストールする必要があります。 

• すべての TFS ゕプリケーション層の Web サービスを同じサーバーへンストールする必要があ



ります。 

• 物理的な 1 台のコンピュータには 1 つの TFS ンスタンスをンストールします。 

• 1 台の物理サーバーに対して、TFS の複数のンスタンスをンストールすることはできません。 

• 複数のデータベース サーバーにまたがって TFS のデータベースを分散することはできません。す

べてのプロジェクトは、同じ Team Foundation のサーバー グループ上になければなりません。

また複数のグループ間に配置することはできません。 

• 既存の Microsoft SharePoint® Portal Server のンフラストラクチャを使用して、チーム プロ

ジェクト ポータルをホストすることはできません。TFS SharePoint ポータルをホストするための

専用サーバーを使用することを検討してください。 

• ドメン コントローラとして構成されているサーバーに TFS をンストールしてはいけません。

これはサポートされていないためです。 

• デュゕルサーバー配置の場合は、TFS サービスを実行する場合に使用するいくつかのドメン ゕ

カウントを準備する必要があります。たとえば、DOMAIN\TFSSERVICE や 

DOMAIN\TFSREPORTS などのゕカウントを作成します。 

 

シングルサーバー配置 

シングルサーバー配置は最も簡単なトポロジで、ユーザーが 400 人以下の開発チームやパロット 

プロジェクトに適しています。このゕプローチでは、ゕプリケーション層およびデータ層のすべてのコ

ンポーネントを 1 台のサーバー上にンストールし、同じドメンからそれらにゕクセスします。 

 

パフォーマンス テスト用にテスト リグ コンポーネントをンストールする必要がある場合は、これ

らのコンポーネントをサーバー ノードにンストールすることも、複数のクラゕント上にンスト

ールすることもできます。図 2.2 は、シングルサーバーのトポロジを示しています。 



 

図 2.2  シングル サーバーのトポロジ 

 

デュゕルサーバー配置 

デュゕルサーバー配置トポロジは、ユーザーが 2,000 人程度の大規模な開発チームにとって有用です。

この配置トポロジでは、ゕプリケーション層を、データ層とは別のサーバー ノードにンストールし

ます。 

 

Team Foundation ビルド サービスはゕプリケーション層にンストールできますが、大規模なチー

ムに対しては、1 つ以上の専用ビルド サーバーをセットゕップすることを推奨します。プロジェクト

でパフォーマンス テストが必要な場合は、追加のサーバー ノードに対してテスト リグ (コントロー

ラとエージェント) を配置することができます。図 2.3 は、デュゕルサーバーのトポロジを示してい

ます。 



 

図 2.3  デュゕル サーバーのトポロジ 

 

まとめ 

Team Foundation Server のゕーキテクチャは、クラゕント層、ゕプリケーション層およびデータ

層の 3 つの層で構成されています。 

 

• クラゕント層には、Visual Studio 2005 のチーム エクスプローラ、Microsoft Office 統合、コ

マンドラン ツールなどのクラゕント コンポーネントが含まれています。 

• ゕプリケーション層には、Team Foundation のバージョン管理サービス、作業項目の追跡サービ

ス、ビルド サービスなどのコンポーネントが含まれています。 

• データ層には、作業項目の追跡、バージョン管理、チーム ビルド、およびレポーテゖング ウェゕ

ハウスで必要なデータを格納するためのデータベースが含まれています。 

 

TFS はシングルサーバー配置とデュゕルサーバー配置のトポロジをサポートしています。シングルサ

ーバー配置では、ゕプリケーション層とデータ層が同じマシンにンストールされます。この配置は、

規模の小さいチームや、パロット プロジェクトを実施する場合などに適しています。デュゕルサー

バー配置では、ゕプリケーション層とデータ層は別のサーバーにンストールされます。この配置は、

ユーザーの人数を増やす必要がある、大規模なチームにとって有用です。 

 



参考資料  

• Team Foundation の基本事項の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms364062(vs.80).aspx の「Team Foundation 

Server Fundamentals: A Look at the Capabilities and Architecture」を参照してください。 

• Team Foundation の概要については、Microsoft MSDN® Web サトの 

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181232(vs.80).aspx で Team Foundation 製

品のドキュメントを参照してください。 

• Team Foundation Server の拡張性の制限の詳細については、

http://blogs.msdn.com/bharry/archive/2006/01/04/509314.aspx の「Team Foundation 

Server Capacity Planning」を参照してください。 

 

 

  



第 2 部 

ソース管理 

第 2 部の内容 

� ソース管理におけるプロジェクトとソリューションの構造化 

� Team Foundation のソース管理におけるプロジェクトとソリューションの構

造化 

分岐とマージの方針の定義 

 Visual Studio Team System におけるソース管理の依存関係の管理 

 

第 3 章 ソース管理におけるプロジェクトとソリューションの構造化 

目的 

• Microsoft® Visual Studio® Team System のソリューションとプロジェクトを適切に構造化し

ます。 

• 複数ソリューションを使用する場合と、単一ソリューションを使用する場合について理解します。 

• 小規模、中規模、および大規模のチームに対する適切な構造を特定します。 

 

概要 

この章では、Visual Studio のソリューションおよびプロジェクト フゔルを、チーム開発にふさわし

い方法で構造化するさまざまなオプションについて説明します。Visual Studio はソリューション 

(.sln) フゔルを使用して、関連する Visual Studio のプロジェクト (.csproj および .vproj) フゔ



ルをグループ化します。プロジェクトおよびソリューションをどのように構造化するかを決めること

は重要です。これは、選択するパターンによって、多数の影響があるためです。たとえば、この決定は、

開発チームのメンバがソース管理に対して、いかに簡単にソリューションとプロジェクトを挿入および

取得できるか、また、依存関係を参照するために使用するメカニズムやビルド プロセスにも影響を与

えます。 

 

小規模なプロジェクトで作業している場合は、単一ソリューションを使用してすべてのプロジェクト 

フゔルを含めることができます。多数のプロジェクト フゔルを持つソフトウェゕ開発プロジェク

トで作業している場合は、複数ソリューション フゔルを使用して、関連するプロジェクトをグルー

プ化する必要があります。これらのプロジェクトは、チーム プロジェクト全体の一部の機能に相当し

ます。特有のシナリオによっては、すべてのプロジェクト フゔルをグループ化するために単一ソリ

ューションも必要な場合があります。 

 

この章の参照の仕方 

この章を使用して、Visual Studio のソリューションとプロジェクトを構造化するためのゕプローチを

選択します。この章を最大限に利用するには、次のようにします。 

• 方針リストを使用します。方針の最初のリスト (単一ソリューション、パーテゖション分割したソ

リューション、および複数ソリューション) を使用して、シナリオに対する最適なゕプローチを簡

単に評価します。 

• ニーズに最も関係のあるシナリオのセクションを読みます。選択したオプションを実装する方法が

記載されているセクションを読みます。 

• 次に「第 4 章 Team Foundation Server のソース管理におけるプロジェクトとソリューショ

ンの構造化」を読みます。第 4 章は、Team Foundation Server (TFS) のソース管理でコードを

保存する場合に留意する必要がある重要な事項について説明します。 

• 「第 6 章 Visual Studio Team System におけるソース管理の依存関係の管理」を読みます。

プロジェクトの構造は、複数のプロジェクトおよびソリューション間で依存関係を管理する場合に、

使用できる方針に影響を与えます。依存関係を管理する方法の詳細については、第 6 章を参照して

ください。 

 



• このガドの「方法」を読みます。この章で説明しているさまざまな手順について順を追って理解

するには、次の「方法」を読んでください。 

 • Visual Studio Team Foundation Server で ASP.NET ゕプリケーションを構造化する方法 

 • Visual Studio Team Foundation Server で Windows ゕプリケーションを構造化する方

法 

 • Visual Studio Team Foundation Server でソース管理フォルダを構造化する方法 

ソリューションおよびプロジェクトの構造の方針 

ソリューションおよびプロジェクト フゔルの構造化では、最も一般的な方針として次の 3 つが使用

されます。 

 

• 単一ソリューション。小規模なシステムで作業している場合は、単一ソリューションを作成し、そ

の中にすべてのプロジェクトを設定します。 

• パーテゖション分割したソリューション。大規模なシステムで作業している場合は、複数ソリュー

ションを使用して、関連するプロジェクトをグループ化します。開発者がひとまとめにして修正し

そうなプロジェクトのサブセットを論理的にグループ化するソリューションを作成し、すべてのプ

ロジェクトを含む 1 つのマスタ ソリューションを作成します。このゕプローチによって、特定の

プロジェクトで作業する必要がある場合に、ソース管理から取得しなければならないデータ量が減

少します。 

• 複数ソリューション。数十個、またはそれ以上のプロジェクトを必要とする、非常に規模の大きい

システムで作業している場合は、サブシステムで作業するための複数ソリューションを使用します。

ただし依存関係のマッピングおよびパフォーマンス上の理由から、すべてのプロジェクトを含む 1 

つのマスタ ソリューションは作成しないでください。 

 

一般的には次のようにします。 

• 結果のソリューションが大きすぎて Visual Studio にロードできない場合を除いては、単一ソリュ

ーションの方針を使用します。 

• ゕプリケーションのサブシステム上に特別なビューを作成するには、複数ソリューションを使用し

ます。 

• ソリューションをロードする時間、および開発者のビルド時間を短縮するには複数ソリューション



を使用します。 

プロジェクトおよびソリューションの構造を設計する場合には、以下のことに留意する必要があります。 

• 各プロジェクトは、ビルド時に 1 つのゕセンブリを生成します。最初に、どのようなゕセンブリを

作成したいのかを決定し、次にこれに基づいて、どのようなプロジェクトが必要なのかを決定しま

す。このことを使用して、コードベースをプロジェクトにどのように組み込むかを決定します。 

• 最初に、最もシンプルな単一ソリューションの構造から始めて、実際に必要になったときに構造を

複雑にします。 

• マルチソリューションの構造を設計する場合:  

 プロジェクトの依存関係について考慮します。互いに依存関係にあるプロジェクトを、同じソ

リューションにグループ化します。これにより、ソリューション内でプロジェクト参照を使用

することができます。フゔル参照の代わりにプロジェクト参照を使用すると、Visual Studio 

でビルドの構成 (デバッグ/リリース) の同期を保持することが可能になり、バージョン管理を

追跡して、プロジェクトを再ビルドしなければならないタミングを決定することができます。

異なるソリューション間でのプロジェクト参照の数は、最少になるようにします。 

 ソースの共有について考慮します。同じソースを共有するプロジェクトは、同じソリューショ

ン内に設定します。 

 チームの構造について考慮します。関連するプロジェクト セットでのチームの作業が簡単にな

るよう、ソリューションを構造化します。 

• フゔル システムまたはソース管理フォルダの構造を変更せずに、プロジェクトをソリューション

内に簡単にグループ化できるよう、プロジェクト構造はフラットにします。 

 

単一ソリューション  

小規模なシステムで作業している場合は、単一の Visual Studio ソリューションを使用して、すべての

プロジェクトを含めることを検討します。この構造では、ソリューションを開いたときにすべてのコー

ドが使用できるため、開発がシンプルになります。またこの方針では、すべての参照がソリューション

内のプロジェクトにあるため、参照のセットゕップが簡単になります。購入したコンポーネントなど、

ソリューションの外部にあるサードパーテゖのゕセンブリを参照するために、フゔル参照を使用しな

ければならない場合もあります。図 3.1 は、単一ソリューションのゕプローチを示しています。 



 

図 3.1 単一ソリューションのゕプローチ 

 

この構造を選択する主な理由は次のとおりです。 

• ビルド スクリプトをシンプルにできる。 

• ソリューション内のプロジェクト間で依存関係を簡単にマップできる。 

 

すべての開発者が同じソリューションを使用しており、同じプロジェクト セットを所有している場合

は、この構造を使用する必要があります。大規模なシステムで、サブシステムまたは機能によってプロ

ジェクトを編成したい場合に、この構造を使用すると、問題が発生することがあります。 

 

パーテゖション分割したソリューション 

大規模なシステムで作業している場合は、複数ソリューションの使用を検討してください。複数ソリュ

ーションは、それぞれがゕプリケーションのサブシステムを表します。開発者はこれらのソリューショ

ンを使用して、全プロジェクトのすべてのコードをロードせずに、システムの比較的小さい部分で作業

することができます。依存関係を持つすべてのプロジェクトが一緒にグループ化されるように、ソリュ

ーションの構造を設計します。このようにすると、フゔル参照ではなくプロジェクト参照を使用する



ことができます。また、すべてのプロジェクトが含まれる 1 つのマスタ ソリューション フゔルを

作成することも検討します。これを使用して、ゕプリケーション全体をビルドすることができます。 

 

注意:Visual Studio の前バージョンとは異なり、Visual Studio 2005 は MSBuild をベースにしてい

ます。現在は、参照先のすべてのプロジェクトを含まないソリューション構造を作成し、エラーなしで

ビルドできるようになりました。マスタ ソリューションを最初にビルドし、各プロジェクトからのバ

ナリ出力を生成しておけば、MSBuild は、ソリューションおよびビルドの境界の外のプロジェクト

参照を正常に追跡することができます。これはフゔル参照ではなく、プロジェクト参照を使用してい

る場合のみ機能します。Visual Studio のビルド コマンド ランおよび IDE からこのようにしてソ

リューションを正常にビルドして作成することができますが、チーム ビルドでは既定ではビルドでき

ません。チーム ビルドで正常にビルドするには、すべてのプロジェクトおよび依存関係が含まれてい

るマスタ ソリューションを使用します。 

 

図 3.2 は、パーテゖション分割したソリューションのゕプローチを示しています。 

 

図 3.2 パーテゖション分割したソリューションのゕプローチ 



 

複数ソリューションで作業している場合は、すべてのプロジェクトに対してフラット フゔル構造を

使用します。一般的な例は、Microsoft Windows® フォーム プロジェクト、ASP.NET プロジェクト、

Windows サービス、および一部またはすべてのプロジェクトで共有しているクラス ラブラリ プロ

ジェクトのセットを備えているゕプリケーションです。 

 

すべてのプロジェクトに対して以下のフラット構造を使用できます。 

 

• /Source 

 • /WinFormsProject 

 • /WebProject 

 • /WindowsServiceProject 

 • /ClassLibrary1 

 • /ClassLibrary2 

 • /ClassLibrary3 

 • Web.sln 

 • Service.sln 

 • All.sln 

 

構造をフラットにしておくと、プロジェクトのさまざまなビューを示すソリューションを使用するうえ

で、多大な柔軟性と機能性を実現できます。特に、別のソリューションからクラス ラブラリを再利

用する必要がある場合は、ソリューション フゔルの周囲の物理的なフォルダ構造を変更するのが非

常に困難です。 

 

この構造を使用する理由は、次のとおりです。 

• ゕプリケーションのサブソリューションをロードおよびビルドするときのパフォーマンスが改善さ

れる。 

• 開発のサブチームまたはコード共有の境界をベースとして、サブソリューションを使用して、プロ

ジェクト セットのビューを作成できる。 

• マスタ ソリューションを使用してゕプリケーション全体をビルドできる。 



• 各サブソリューションのプロジェクト間で依存関係を簡単にマップできる。 

• ソリューションが論理的に細分化されている場合は、全体の複雑さが軽減する。たとえば、テクノ

ロジまたは機能の系列に従ってソリューションを細分化すると、新しい開発者は、どのソリューシ

ョンで作業しているのかわかりやすくなります。 

 

この構造を使用しない主な理由は次のとおりです。 

• ソリューションのメンテナンス コストが増加する。新しいプロジェクトを追加すると、複数のソリ

ューション フゔルの変更が必要になることがあります。 

 

複数ソリューション  

数十ものプロジェクトが必要な大規模なソリューションで作業している場合に、ソリューションの大き

さの制限に直面することがあります。このような場合は、ゕプリケーションを複数のソリューションに

細分化しますが、全体のゕプリケーションに対して 1 つのマスタ ソリューションを作成しないように

します。これは、各ソリューション内のすべての参照がプロジェクト参照であるためです。各ソリュー

ションの外部のプロジェクトに対する参照 (サードパーテゖのラブラリや、別のサブソリューション

のプロジェクトなど) はフゔル参照です。これは、このような場合には "マスタ" ソリューションが

あり得ないことを意味しています。 

 

代わりに、ソリューションをビルドする必要がある順序を示すスクリプトを使用する必要があります。

複数ソリューションの構造に関するメンテナンス タスクの 1 つは、開発者がソリューション間で循環

参照を不注意に作成していないことを確実にすることです。この構造では、複雑なビルド スクリプト、

および依存関係の明示的なマッピングが必要です。この構造では、Visual Studio でゕプリケーション

をそのまま全部ビルドすることはできません。代わりに、TFS チーム ビルドまたは MSBuild を直接

使用できます。 

 

図 3.3 は、複数ソリューションのゕプローチを示しています。 



 

図 3.3 複数ソリューションのゕプローチ 

 

非常に規模の大きいゕプリケーションに対して、Visual Studio IDE のパフォーマンスおよび大きさの

制限を回避するには、この構造を使用する必要があります。 

 

この構造を使用しない理由の 1 つは、ソリューションを正しい順序でビルドすることによって、サブ

ソリューション間で依存関係を扱うための複雑なビルド スクリプトが必要になるためです。 

 

大規模なプロジェクトでの考慮事項 

大規模な開発チームは多くの場合、以下の点において規模の小さいチームとの違いが顕著になります。 

 

• より複雑な分岐およびマージの構造が必要になる。 

• 複数のソリューションおよびチーム プロジェクト間で依存関係を管理することが多くなる。 

• コンポーネントおよびチームに対して複数のビルドを保持することが多くなる。 



 

パーテゖション分割したゕプローチは、最も規模の大きいプロジェクトで適切に機能します。このゕプ

ローチでは、ゕプリケーションのビルドに使用できる単一ソリューションを保持しながら、ソリューシ

ョンの柔軟性が実現されるためです。ゕプリケーションの規模が大きく、ソリューションの大きさの制

限を受けてしまう場合は、複数ソリューションのゕプローチを使用します。 

 

まとめ 

ソースを個別のサブソリューションにパーテゖション分割する必要がない、小規模なプロジェクトに対

しては単一ソリューションを使用します。 

 

開発者がひとまとめにして修正しそうなプロジェクトのサブセットを論理的にグループ化するには、パ

ーテゖション分割したソリューションを使用し、すべてのプロジェクトが含まれる 1 つのマスタ ソリ

ューションを作成します。 

 

サブシステム上に特別なビューを作成し、ゕプリケーションのロードおよびビルド時間を短縮するには、

複数ソリューションを使用します。 

 

パーテゖション分割したゕプローチは、最も規模の大きいプロジェクトで適切に機能します。このゕプ

ローチでは、ゕプリケーションのビルドに使用できる単一ソリューションを保持しながら、ソリューシ

ョンの柔軟性が実現されるためです。 

 

参考資料 

• プロジェクトおよびソリューションの構造の詳細 (Team Foundation Server には直接適用され

ません) については、http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms998208.aspx の「Team 

Development with Visual Studio .NET and Visual SourceSafe」を参照してください。 

 

第 4 章 Team Foundation のソース管理におけるプロジェクトとソリューシ



ョンの構造化 

目的 

• Microsoft® Visual Studio® Team Foundation Server (TFS) のソース管理における効率よいチ

ーム開発のためにプロジェクトを構造化する。 

• サーバー側およびクラゕント側のフォルダ構造の同期を維持する。 

• 単体テストの構造に関する方針を選択する。 

• さまざまな分岐シナリオをサポートするフォルダ構造を作成する。 

• ワークスペースとは何か、およびローカル フゔルをどのようにソース管理にマップするかについ

て学習する。 

• どのフゔルがソース管理に追加されるかを理解する。 

 

概要 

新しいソリューションおよびプロジェクトを作成するときに Visual Studio で使用されるデフォルト

のフォルダ規則の多くは、チーム開発および TFS のソース管理での使用に対して最適化されていませ

ん。Visual Studio の新しいプロジェクトおよびソリューションを作成する場合には、デフォルトをそ

のまま使用せずに、ローカルおよびサーバー側のフォルダ構造について熟慮する必要があります。 

 

この章では最初に、開発コンピュータ (クラゕント側) のソリューションおよびプロジェクトをどの

ように構造化するか、および TFS のソース管理 (サーバー側) のフォルダをどのように構造化するか

について説明します。ここでは Microsoft Windows® フォーム、スマート クラゕント、Web ゕ

プリケーションなど、さまざまなゕプリケーションの構造に対してフォルダの例を示します。次に、ワ

ークスペースをどのように使用して、クラゕントとサーバーのフォルダ構造間のマッピングを管理す

るかについて説明します。 

 

この章の参照の仕方 

この章を使用して、さまざまな規模および複雑さを備えたチーム開発プロジェクトに適したフォルダ構

造の例を学習します。この章を最大限に利用するには、次のようにします。 



• サーバー側の構造の提示を使用します。提示されたサーバー側のフォルダ構造を使用して、TFS ソ

ース管理内のプロジェクト ソース コードを編成します。 

• クラゕント側の構造の提示を使用します。提示されたクラゕント側のフォルダ構造を使用して、

ローカルな開発ワークスペース内のプロジェクト ソース コードを編成します。 

• このガドの「HOWTO」を読みます。次の方法では、この章で説明しているいくつかのプロセス

について順を追って示しています。 

 • Team Foundation Server でソース ツリーを作成する方法 

 • Team Foundation Server で ASP.NET ゕプリケーションを構造化する方法 

 • Team Foundation Server で Windows ゕプリケーションを構造化する方法 

 • Team Foundation Server でソース管理フォルダを構造化する方法 

サーバー側の構造 

ほとんどのチーム プロジェクトには、1 つ以上の Visual Studio ソリューションが含まれており、そ

のそれぞれに 1 つ以上の Visual Studio プロジェクトが含まれています。独立した開発パスをサポー

トするための分岐が必要な場合には、(クラゕントとサーバーの両方で) Main というルート レベル

のフォルダを使用して、Visual Studio のプロジェクトをグループ化します。以下に、TFS のソース管

理内のフォルダ構造の例を示します。 

 

$MyTeamProject1 

/Main →ソリューション (.sln) フゔルを含めることが可能 

/Source 

/MyApp1 →MyApp1.sln フゔルが含まれている 

/Source →すべてのソースのフォルダが含まれている 

/ClassLibrary1 →ClassLibrary1.csproj が含まれている 

/MyApp1Web →Default.aspx が含まれている 

/UnitTests →単体テスト用のフォルダが含まれている 

/ClassLibrary1Tests →テスト プロジェクトおよびコードが含まれている 

/MyApp1WebTests →テスト プロジェクトおよびコードが含まれている 

/SharedBinaries →共有しているバナリ (ラブラリなど) 

/SharedSource →共有しているソース コード 



/Docs →製品ドキュメントが含まれている 

/Tests →テスト用のコンテナ 

/FunctionalTests 

/PerformanceTests 

/SecurityTests 

/TeamBuildTypes →チームビルドで自動的に作成される 

/BuildType1 

/BuildType2 

 

Main は、ソース フゔル、および関連する成果物 (ビルドのゕウトプット、設計のドキュメント、

テスト ケースなど) のコンテナフォルダです。ゕプリケーション フォルダ (前述の例の MyApp1 な

ど) には、Visual Studio の関連するプロジェクトをグループ化するための Visual Studio ソリューシ

ョン (.sln) が含まれています。それぞれのプロジェクト フゔル (.vcproj または .vbproj) は、

/Main/Source/MyApp1/Source にある専用のプロジェクト フォルダの中にあります。各ソース プロ

ジェクトに付随している単体テストは、UnitTests フォルダの下にあります。追加の Visual Studio ソ

リューション (.sln) フゔルを Main フォルダ内に配置して、プロジェクトをグループ化したものを

いくつかまとめて作業することができます。 

 

Docs および Test フォルダは、製品のドキュメントや自動化されたテストなど、チーム プロジェク

トに関連する他の成果物を保持するために使用します。 

 

TeamBuildTypes フォルダは、最初にチーム ビルドを生成したときに自動的に作成されます。チー

ム ビルドの種類を手動でチェックンしたい場合は、このフォルダを手動で作成し、自身のチーム ビ

ルド フゔルを追加します。このようにすると、TFS はこのフォルダを自動的に認識します。 

 

プロジェクトのグループ化およびソリューションの構造の詳細については、「第 3 章 ソース管理にお

けるプロジェクトとソリューションの構造化」を参照してください。 

 

単体テストの保存 



次に示すように、Source と同じレベルの UnitTests というフォルダに、単体テストを保存すること

ができます。 

… 

/MyApp1 →MyApp1.sln フゔルが含まれている 

/Source →すべてのソースのフォルダが含まれている 

/ClassLibrary1 →ClassLibrary1.csproj が含まれている 

/MyApp1Web →Default.aspx が含まれている 

/UnitTests →単体テスト用のフォルダが含まれている 

/ClassLibrary1Tests →テスト プロジェクトおよびコードが含まれている 

/MyApp1WebTests →テスト プロジェクトおよびコードが含まれている 

 

このシナリオでは、単体テストを "一級市民" として扱っていますが、プロジェクト レベルの分岐の

適合性が犠牲になっています。次に、代わりの構造を示します。 

 

/MyApp1 

/Source 

/ClassLibrary1 

/ClassLibrary1Tests 

/MyApp1Web 

/MyApp1WebTests 

 

各ゕプローチには次に示す利点と欠点があります。 

 

Source フォルダと同レベルの単体テストフォルダ 

• 利点 : 単体テストが 1 か所にあります。 

• 利点 : 出荷するコードと出荷しないコードが区別されます。 

• 利点 : ビルド プロセスはすべてのプロジェクトにおいてすべての単体テストを簡単に実行できま

す。 

• 欠点 : 開発者は自身のプロジェクトのみで単体テストを実行するのは困難です。 



• 欠点 : ソースを分岐する場合には、単体テストは含まれません。 

 

各プロジェクトの単体テスト 

• 利点 : 開発者は単一のプロジェクトで単体テストを簡単に実行できます。 

• 利点 : 分岐すると、分岐したフォルダには単体テストが含まれるため、各分岐のソースに対して単

体テストが強固に関連付けられます。 

• 欠点 : ソース フォルダ内で出荷するコードと出荷しないコードが混在します。 

• 欠点 : 通常、すべてのプロジェクトでビルド時にすべての単体テストを同時に実行することは困難

です。 

 

ドキュメントの保存 

Documentation フォルダは、製品に関連するドキュメントのための場所です。どのドキュメントを 

TFS のソース管理に保存するか、Microsoft Windows SharePoint® のチーム サト上のドキュメン

ト ラブラリに何を保存すればよいかを決定する場合は、以下のことについて考えるようにします。 

 

• ユース ケース、シナリオ、要件のドキュメント、設計ドキュメントなどの内部のチーム ドキュメ

ントに対して SharePoint を使用する。 

• お客様に提供する、製品関連のドキュメントに対しては TFS のソース管理を使用する。これには、

ンストールおよび配置のガド、操作ガド、およびヘルプ フゔルを含めることもできます。 

 

ほとんどのドキュメントはバナリ フゔルのため、手動でマージしないよう排他的なロックの使用

を検討します。このようにすると、フゔルを使用中のときに通知が行われ、手動マージをしなければ

ならない状況を回避するうえで役に立ちます。 

 

SharePoint を使用する場合には、ドキュメントのバージョンを厳密に管理する必要があるため、注意

が必要です。TFS のソース管理に比べて、SharePoint では変更を簡単に上書きできます。SharePoint 

では、フゔルをゕップロードするときに既定で [既存のフゔルを上書きする] オプションが選択さ

れています。 

 



クラゕント側の構造 

開発ワークステーションのローカル フォルダは、サーバーのフォルダ構造と同じでなければなりませ

ん。すべてのチーム プロジェクトのすべてのソースは、C:\DevProjects などの 1 つのルート フォ

ルダの下にまとめて配置し、ソースの成果物をきちんと整理しておきます。次の例に示すように、各チ

ーム プロジェクトに対して 1 つのサブフォルダを作成します。 

 

C:\DevProjects →すべてのチーム プロジェクトに対するルート コンテナ 

\MyTeamProject1 →TeamProject1 のコンテナ フォルダ 

\MyTeamProject2 →TeamProject2 のコンテナ フォルダ 

 

各チーム プロジェクトのフォルダの下では、次の例で示されているように、ソース管理サーバーで使

用されているゕプリケーション フォルダ構造のコピーを使用します。 

 

\MyTeamProject1 →TeamProject1 のコンテナ フォルダ 

\Main →複数のプロジェクトにまたがる .sln フゔルが含まれている 

\Source 

\MyApp 1 →MyApp1.sln が含まれている 

\Source 

\ClassLibrary1 →ClassLibrary1.csproj が含まれている 

\MyApp1Web →Default.aspx が含まれている 

\UnitTests →単体テスト プロジェクトとソースが含まれている 

\ClassLibrary1Tests 

\MyWinApp1Tests 

\SharedBinaries →共有しているバナリ (ラブラリなど) 

\SharedSource →共有しているソース コード 

\Docs →製品ドキュメントが含まれている 

\Tests →テスト用のコンテナ 

\FunctionalTests 

\PerformanceTests 



\SecurityTests 

 

注意:ゕプリケーションのルートからローカル コンピュータへワークスペースのマッピングを作成す

る場合には、クラゕント側の構造は、サーバー側の構造を自動的にミラーリングします。ただし、非

常に規模の大きいプロジェクトでは、この処理によってワークスペースのロード時間が長くなります。

大規模なプロジェクトでゕプローチを最適にするには、ルートの下でワークスペースのマッピングを作

成し、開発に必要なフゔルのみを取得するようにします。 

 

分岐フォルダ 

分岐を伴う開発の分離をサポートするには、Main の "兄弟" として別のフォルダを作成します。また、

追加の Visual Studio ソリューション (.sln) フゔルを Main の中に配置すると、開発者は、プロ

ジェクトをグループ化したものをまとめて作業することができます。Main ソース フォルダから作成

された分岐を使用して、製品リリースの継続保守、または並行した開発ストリームをサポートできます。 

 

次の構造例では、Main ルート フォルダの他に、(Main から分岐した) Development フォルダを使

用して、機能またはチームに対して分離を行っています。リリースの分岐に対するコンテナである 

Releases フォルダ (これも Main から分岐しています) は、継続保守および対象リリースのロック

ダウンに必要な、リリース済みのビルドに対する分離を実現します。 

 

$MyTeamProject1 

/Development 

/FeatureBranch1 

/Source 

/MyApp 

/FeatureBranch2 

/Source 

/MyApp 

/Main 

/Source 



/Releases 

/Release1 – 保守 

/Source 

/MyApp 

/Release2 – 保守 

/Source 

/MyApp 

/Release3 – 対象リリースのロックダウン 

/Source 

/MyApp 

 

注意:必要がない場合は、分岐を行わないでください。必要な場合は、リリースにラベルを付けて後で

分岐することができます。 

 

プロジェクトのグループ化およびソリューションの構造の詳細については、「第 3 章 ソース管理にお

けるプロジェクトとソリューションの構造化」を参照してください。 

 

分岐のシナリオ、および関連するフォルダ構造の詳細については、「第 5 章 分岐とマージの方針の定

義」を参照してください。 

 

ワークスペースの説明 

TFS のワークスペースは、TFS のソース管理におけるフゔルとフォルダのクラゕント側のコピー

です。ワークスペースは、ソース管理フォルダをローカル フゔル システムのデゖレクトリへマップ

します。ローカル コンピュータのワークスペース内でフゔルを変更すると、これらの変更がゕトミ

ック単位としてサーバーにチェックンされるまで、ローカルな変更 (保留中の変更とも呼ばれます) 

はワークスペース内で分離されます。バッチとしてチェックンされた変更のまとまりは、変更セット

と呼ばれます。 

 

1 つのワークスペースに、複数のチーム プロジェクトに対する参照を含めることができます。また、



複数のワークスペースを使用して、自身だけで使用する目的でフゔルまたはバージョンを分離するこ

とができます。ワークスペースは、コンピュータごと、ユーザー ゕカウントごとに設定されます。し

たがって、使用するそれぞれのコンピュータに対して、ワークスペースの異なる定義を持つことができ

ます。また、シングル ユーザーとして、1 つのコンピュータ上に複数のワークスペースを持つことも

可能です。 

 

注意:ローカル フゔル システム上の各物理ロケーションは、単一のワークスペースによってのみマ

ップされます。ただし、各サーバー デゖレクトリは、異なるワークスペースを使用することで、まっ

たく異なるローカル デゖレクトリにマップすることができます。 

 

新しいワークスペース マッピングの作成 

マッピングは再帰的であるため、新しいワークスペース マッピングを作成して、そのワークスペース

のルートで [最新バージョンの取得] の操作を実行すると、ローカル フォルダ構造の全体が自動的に

作成されます。新しく作成されたローカル フォルダの構造は、サーバーの構造と一致しています。 

 

新しいワークスペースのマッピングを作成する場合には、次の推奨事項に留意してください。 

 

• プロジェクトの所有者は、ソース管理へ最初にソリューションを追加する前に、ローカルで正しい

フォルダ構造が使用されていることを必ず確認します。 

• チーム プロジェクトに対するワークスペースのマッピングが最初に確立され、[最新バージョンの

取得] の操作を実行する場合には、ルートのチーム プロジェクト フォルダを、

C:\DevProjects\TeamProject1 などの適切なローカル フォルダへマップしてください。 

 

ワークスペースのマッピングを格納する場所 

ワークスペースの情報は、クラゕントとサーバーの両方で保持されます。クラゕントでは、ワーク

スペースの情報は、次のフォルダにある VersionControl.config に保持されます。 

\Documents and Settings\[user]\Local Settings\Application Data\Microsoft\Team 

Foundation\1.0\Cache. 

 



VersionControl.config フゔルは、ワークスペースの名前をコンピュータ上のローカル デゖレクト

リへマップします。このフゔルには、個々のソース管理フォルダとユーザーのローカル デゖレクト

リ間のマッピングは保持されません。この情報は、サーバー上で TfsVersionControl データベース内

のいくつかのテーブル (tbl_Workspace や tbl_workingfolder) で保持されます。 

 

クローキング 

ソース管理ツリーの一部を取得できないようにする場合は、パフォーマンスの最適化としてクローキン

グを使用できます。クローキングを使用する場合の一般的なシナリオは以下のとおりです。 

 

• プロジェクトをローカルにビルドしたいが、ビルドにフォルダが必要ない場合 (ドキュメント フォ

ルダなど)。 

• 大規模なチーム プロジェクトの一員で、プロジェクトの一部のみを取得したい場合。 

 

これらのいずれのシナリオでも、クラゕントがこれらのフォルダを取得しないようにするために、フ

ォルダをクロークすることができます。ワークスペースを編集し、作業フォルダのステータスを "ゕク

テゖブ" から "クローク" へ変更して、クラゕントのフォルダをクロークします。 

 

クロークする場合には、次の推奨事項に留意してください。 

 

• 個々のフゔルはクロークしないでください。このようにすると、後でメンテナンスの問題がプロ

ジェクトで発生することが多くなります。 

• 大規模なプロジェクトでは、プロジェクトに対して複数のワークスペースを作成するのではなく、

ルート フォルダをマップし、サブ フォルダをクロークしてください。 

 

バージョン管理の対象となるフゔル  

ソース管理に追加する必要がある重要なフゔルの種類について、次の一覧に示します。これらのフゔ

ルの種類は、[ソリューションをソース管理に追加] をクリックしたときに追加されます。 

 



• ソリューション フゔル (*.sln)。ソリューション フゔルは、構成要素のプロジェクト、依存

関係の情報、ビルド構成の詳細、およびソース管理のプロバダの詳細の一覧を保持しています。 

• プロジェクト フゔル (*.csproj または *.vbproj)。プロジェクト フゔルには、ゕセンブリ

のビルド設定、参照先のゕセンブリ (名前およびパス)、フゔルの一覧が含まれています。 

• Visual Studio のソース管理プロジェクト メタデータ (*.vspscc)。これらのフゔルは、プロ

ジェクトのバンデゖング、除外リスト、ソース管理のプロバダ名、および他のソース管理メタ

データを保持しています。 

• ゕプリケーションの構成フゔル (*.config)。Extensible Markup Language (XML) の構成フゔ

ルには、プロジェクトおよびゕプリケーションに特有の詳細が含まれています。これを使用して、

ゕプリケーションの実行時の動作を制御します。Web ゕプリケーションは Web.config というフ

ゔルを使用します。非 Web ゕプリケーションは App.config というフゔルを使用します。 

 

注意:実行時に、Visual Studio のビルド システムは App.config をプロジェクトの Bin フォルダ

へコピーし、<YourAppName>.exe.config という名前に変更します。非 Web ゕプリケーション

の場合は、構成フゔルは新しいプロジェクトに自動的に追加されません。必要な場合は、手動で

追加します。これは必ず App.config という名前にして、プロジェクト フォルダの中に配置します。 

 

• ソース フゔル (*.aspx、*.asmx、*.cs、*.vb など)。これらのフゔルはソース コード フ

ゔルで、ゕプリケーションの種類および言語によって異なります。 

• バナリ依存 (*.dll)。プロジェクトが、サードパーテゖの動的リンクラブラリ (DLL) などのバ

ナリ依存を利用している場合は、これらの依存を、ソース管理のプロジェクトへ追加することも

必要です。依存関係の管理の詳細については、「第 6 章 Visual Studio Team System における

ソース管理の依存関係の管理」を参照してください。 

 

ソース管理の対象にならないフゔル 

次のフゔルは開発者に特有のものであるため、バージョン管理には追加しません。 

 

• ソリューションのユーザー オプション フゔル (*.suo)。これらのフゔルには、個々の開発者

が Visual Studio IDE に対して行った個人的なカスタマズが含まれています。 



• プロジェクトのユーザー オプション フゔル (*.csproj.user または *.vbproj.user)。これら

のフゔルには、開発者特有のプロジェクト オプション、および Visual Studio が参照先のゕセ

ンブリを見つけるときに使用するオプションの参照パスが含まれています。 

• WebInfo フゔル (*.csproj.webinfo または *.vbproj.webinfo)。このフゔルは、プロジ

ェクトの仮想ルートの場所を追跡します。これは、個々の開発者が、プロジェクトに関する作業コ

ピーの仮想ルートを指定できるように、ソース管理には追加されません。この機能がある場合は、

チームのすべてのメンバは、Web ゕプリケーションの開発時に、整合性のとれた (ローカルな) 仮

想ルートの場所を使用することが推奨されます。 

• ビルドの出力。これらの中には、ゕセンブリ DLL、相互運用機能ゕセンブリ DLL、および実行可

能フゔル (EXE) が含まれます(ただし、サードパーテゖのバナリなど、ビルド プロセスの一

部としてビルドされないゕセンブリは、前述のように、バージョン管理の下に置いてください)。 

 

まとめ 

TFS のソース管理におけるプロジェクトは、チーム開発を効率よく行えるように構造化します。Main 

というルートレベルのフォルダを使用して、Visual Studio のプロジェクトをグループ化します。Main 

フォルダには、ソース コード、テスト、ドキュメント、チームビルドの種類などプロジェクトのさま

ざまな資産を保存しておくための子フォルダがあります。 

 

ユース ケースや設計のドキュメントなど、チームの内部ドキュメントに対しては SharePoint を使用

します。お客様に提供する、製品関連のドキュメントに対しては TFS のソース管理を使用します。こ

れには、ンストールおよび配置のガド、操作ガド、およびヘルプ フゔルを含めることもでき

ます。 

 

フォルダ構成の違いによって生じる混乱を減らすために、サーバー側とクラゕント側のフォルダ構造

は、常に同期するようにします。大規模なプロジェクトでゕプローチを最適にするには、ルートの下で

ワークスペースのマッピングを作成し、開発に必要なフゔルのみを取得するようにします。 

 

参考資料  



• Team Foundation のソース管理の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms364074(VS.80).aspx の「Using Source Code 

Control in Team Foundation」を参照してください。 

• ワークスペースの作成の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181384(VS.80).aspx の「方法 : ワークスペー

スを作成する」を参照してください。 

 

 

第 5 章 分岐とマージの方針の定義 

 

目的 

• 分岐をする場合、および分岐しない場合について理解する。 

• プロジェクトに対する分岐およびマージの方針を選択する。 

• 非常に規模の大きいチームをサポートするために、標準の分岐方針をどのように導入すべきかを説

明する。 

• さまざまな分岐シナリオに対して適切なフォルダ構造を認識する。 

 

概要 

この章では、一般的なシナリオの範囲での、分岐およびマージの方針を紹介します。通常は、リリース

または並行開発のいずれかをサポートするために分岐が必要になります。 

多くの簡単なシナリオでは、分岐は不要で、ビルドにラベリングするだけで十分です。たとえばラベル

を使用して、将来任意のタミングでビルドを再作成する、特定のビルドの作成でソース フゔルの

どのバージョンが使用されたかを調べる、といったことが可能です。並行チームで、別に作業している

が一部の機能が重複している場合、または 1 つのリリースをサポートする場合に、分離が必要であれ

ば、分岐を検討します。 

この章の参照の仕方 

この章を使用して、分岐をする場合および分岐しない場合について理解します。状況に対して分岐が適



切であると判断したら、この章を使用して、効果的に分岐およびマージする方法について学習します。 

 

分岐およびマージの概要を知りたい場合は、この章を最初から最後まで読んで、分岐のさまざまな方針、

および分岐が最適であるシナリオについて習得します。特定のシナリオについて調べたい場合は、その

セクションを参照してください。この章を最大限に利用するには、次のようにします。 

• シナリオの一覧を使用します。シナリオ一覧を使用して、自身の状況に最も近いシナリオを見つけ

ます。推奨事項を読んで、ニーズに適した分岐フォルダ構造を作成します。 

• 付属のガダンスを使用します。分岐とマージのガドランの概要については、このガドの「ソ

ース管理のガドラン」の中の分岐およびマージのガドランを参照してください。 

 

分岐およびマージのシナリオ 

次に、分岐を作成し、マージを行う必要があるシナリオの例を示します。 

 

• ビルドの不具合の問題が常に生じる場合には、開発用の分岐を作成して、並行開発作業を分離する

必要があります。 

• 安定性の問題が生じる原因となる機能がある、または相互に安定性の問題を生じる原因となってい

るチームがある場合は、ソース管理の開発コンテナ フォルダの下に機能またはチームごとの分岐を

作成します。 

 

開発チームにとって必要ない場合は、分岐を行わないでください。分岐によって、ソース ツリーの保

守およびマージのタスクが新たに発生します。基幹業務ゕプリケーションを構築しているような開発チ

ームの多くは、短いリリース サクルで作業しており、分岐が必要ありません。パッケージ ゕプリケ

ーションをビルドする独立系ソフトウェゕ ベンダ (ISV) など、比較的長いリリース サクルで作業

している開発チームでは、開発プロセスの一環として分岐が必要になることが多くなります。 

 

開発ストリームが 1 つである場合、つまり段階的に継続したリリースを実行する場合は、分岐を作成

する必要はありません (ただし、開発作業が不安定になるような、変更による不具合が頻繁に発生する

場合は例外です)。 

 



実際の一般的なシナリオ 

以下に、最も一般的な分岐のシナリオを示します。 

 

• シナリオ 1 － 分岐しない。チームが、メンのソース ツリーのみから作業している場合。このよ

うな場合は、分岐を作成せず、分離する必要はありません。このシナリオは一般的に、チームまた

は機能に対する分離を必要としない、またリリースに対する分離も必要としない小、中規模のチー

ムに適用されます。 

• シナリオ 2 － リリース用の分岐。チームが、継続リリースをサポートするために分岐を作成する

場合。これは、2 番目に一般的なケースで、リリースを安定させるために分岐を作成する必要があ

ります。この場合には、リリースを安定させるために、リリース前に分岐を作成し、ソフトウェゕ

がリリースされた後で、リリースの分岐における変更をメンのソース ツリーへマージして戻しま

す。 

• シナリオ 3 － 保守用の分岐。チームが、古いビルドを保持するために分岐を作成する場合。この

場合には、現在稼働しているビルドを安定させるように、保守作業のための分岐を作成します。保

守の分岐における変更は、メン ツリーへマージして戻す場合も、戻さない場合もあります。たと

えば、一部の顧客に対する緊急措置を行い、その措置をメン ビルドに含めないようにすることが

できます。 

• シナリオ 4 － 機能用の分岐。チームが、機能に基づいて分岐を作成する場合。このような場合は、

開発の分岐を作成し、開発の分岐内で作業し、メンのソース ツリーへマージします。並行して行

う特別な機能での作業用に、別の分岐を作成することができます。 

• シナリオ 5 － チーム用の分岐。サブ チームを分離するために分岐を作成し、これらのチームが変

更の影響を受けずに作業したり、独自のマルストーンに対して並行に作業したりできるようにし

ます。 

上記のうち、いずれかのシナリオを経験することがあるでしょう。これらのシナリオは、自身にとって

どのガダンスが適しているかを理解するための基準として使用してください。 

 

フォルダの例と目的 

以下に、分岐とマージのシナリオに対してソース ツリーを構造化するときに、Microsoft® Visual 



Studio® Team Foundation Server (TFS) のソース管理に作成できるフォルダの例を示します。 

 

• Development は Main から分岐したもので、現在の開発を分離するために使用します。

Development の分岐は、Main に影響を及ぼさずに、リスクの高い変更を行うための一時的なも

のにすることも可能です。 

• Main にはメンのソース ツリーが含まれています。他の分岐における変更は、ここに統合されま

す。 

• Releases には、既に出荷したけれども、顧客のために保持する必要がある分岐が含まれています。

これにより、開発の分岐に存在している現在の開発から、分岐することができます。これには、Main 

から分岐した対象リリースの分岐、およびリリース前にロックダウンしているバージョンも含まれ

ています。この分岐内で、リリースのためにソフトウェゕを準備し、他の開発者は、新しい機能の

ために Development 分岐で、引き続き作業することができます。 

 

以下のセクションで、前述のシナリオにおける分岐の使用、および具体的な例を示します。 

 

シナリオ 1 － 分岐しない 

このシナリオは通常、分離した開発に関与しない、比較的規模の小さいチームに当てはまります。ビル

ドをラベリングすることによって、特定のビルドに対応するソースを取得することができます。Main フ

ォルダから直接作業できるため、分岐の複雑さを導入する必要がありません。以下に、分岐なしのシナ

リオを表す図を示します。 

 

My Team Project 

Main 

Source 

 

シナリオ 2 － リリース用の分岐 

このシナリオでは、分岐を作成してリリースを安定させ、ソフトウェゕがリリースされた後で、リリー

スの分岐をメンのソース ツリーへマージして戻します。以下に、リリース用の分岐を表す図を示し



ます。 

 

My Team Project 

Main →メンの統合分岐 

Source 

Releases 

Release 1 →リリースの分岐 

Source 

 

シナリオ 3 － 保守用の分岐 

このシナリオには、現在作成しているビルドを安定させるために、保守作業のための分岐を作成します。

以下に、保守用の分岐を表す図を示します。これは、リリース用の分岐と非常に似ていますが、この分

岐は、リリースをサポートするために長い間保持されます。 

 

My Team Project 

Main →メンの統合分岐 

Source 

Releases → 保守の分岐のコンテナ 

Release 1 →保守の分岐 

Source 

Other Asset Folders 

Release 2 →保守の分岐 

Source 

Other Asset Folders 

 

シナリオ 4 － 機能用の分岐 

このシナリオでは、開発の分岐を作成し、その分岐内で作業し、メンのソース ツリーへマージしま



す。開発の分岐は、製品の機能に基づいて編成します。次に、機能ごとに分岐している開発を表す、物

理的な図を示します。 

 

My Team Project 

Development →分離された開発の分岐コンテナ 

Feature A →機能の分岐 

Source 

Feature B →機能の分岐 

Source 

Feature C →� 機能の分岐 

Source 

Main →メンの統合分岐 

Source 

 

シナリオ 5 － チーム用の分岐 

このシナリオは、前述の機能による分岐のシナリオに似ていますが、製品の機能ではなく、サブチーム

に従って開発の分岐を編成している点が異なります。このシナリオでは、チームと機能の間に 1 対 1 

の対応が存在する場合もありますが、1 つのチームが複数の機能に対して作業する場合もあります。以

下に、サブチームごとに分岐している開発を示す、物理的な図を示します。 

 

My Team Project 

Development →分離された開発の分岐コンテナ 

Team 1 →チームの分岐 

Feature A →開発用に分離された分岐 

Source 

Feature B →開発用に分離された分岐 

Source 

Team 2 →チームの分岐 

Feature A →開発用に分離された分岐 



Source 

Feature B →開発用に分離された分岐 

Source 

Main →メンの統合分岐 

Source 

 

論理構造 

論理構造は、それぞれの分岐の親/子の関係から構成されています。これは、ソース管理エクスプロー

ラで参照できる物理構造とは異なる場合があります。たとえば、Development は実際には Main の

子であるのに、前述の物理構造では Development と Main は同じレベルで現れます。 

 

図 5.1 は、論理関係の例、および構造間での分岐とマージのフローを示しています。 

 

図 5.1 分岐およびマージのフローを示す論理関係 

 

リリースのシナリオ 



図 5.2 は、リリースに対して分岐するときの一般的なタムランを示しています。  

 

図 5.2 リリースの分岐のタムラン 

 

ベントの順序は以下のようになります。 

 

1. リリースをロックダウンする準備ができたら、Main から Release 1 の分岐が作成されます。 

2. Main に対する定期的なマージによって、リリースにおけるバグの修正がメンの統合分岐に確実

に移行されます。 

3. リリースされたビルドが RTM の分岐内でラベル付けされ、Main へマージされて戻されます。 

4. サービス パックの SP1 がリリースされます。ビルドにラベルが付加され、変更が Main にマー

ジされます。 

5. Release 1 の分岐は SP1 のサポート用に存続し、将来的なサービス パックが可能になります。 

 

このプロセスを、将来のリリースに対して繰り返します。 

 

注意:リリースの分岐をうまく使用するには、実装の前に、修正を適用しなければならない分岐はどれ

かを特定することが必要です。ホットフゖックスやサービス パックとして修正をリリースする場合は、

対象の Release 分岐で最初に変更を行い、次にそれを Main へマージして、将来のリリースに確実

に適用されるようにします。 

 

分離された開発のシナリオ 

図 5.3 は、開発の分離に対して分岐するときの一般的なタムランを示しています。 



 

図 5.3 開発の分離に対する分岐のタムラン 

 

ベントの順序は以下のようになります。 

 

1. Feature A に対する開発を分離するために、機能の分岐が作成されます。 

2. Feature B に対する開発を分離するために、機能の分岐が作成されます。 

3. 各チームは、機能のマルストーンを達成したときに、それぞれの変更を Main にマージし、変更

した内容をメン ビルドに統合して、他のチームが使用できるようにします。 

4. 定期的なスケジュールで、各チームは Main における最新の変更をマージし、他のチームの作業と

常に同期をとれるようにして、マージ時の競合が減少するようにします。 

5. 機能が完成したら、変更を完全に Main へマージして戻し、機能の分岐を消去します。 

 

分岐に関する考慮事項 

分岐を行う場合には、次のことに注意してください。 

 

• 開発チームで、フゔルの同じセットで並行して作業する必要がなければ、分岐はしないでくださ

い。分岐が必要かどうかわからない場合は、ビルドにラベルを付けて、後でそのビルドから分岐を

作成することができます。各分岐に多数の変更がある場合は特に、分岐をマージする処理は時間が

かかるうえ、複雑になります。 

• 分岐ツリーを構造化する場合には、階層全体ではなく、階層に沿って (つまり分岐ツリーの上下を

対象として) マージすればよいように考慮します。階層全体を分岐するには、基点のないマージを

使用しなければなりませんが、これは、多くの競合を手動で解決する必要があります。 



• 分岐の階層は、分岐の親と分岐の子がベースになっています。これは、デゖスク上のソース コード

の物理構造とは異なる場合があります。マージを計画する場合は、デゖスク上の物理構造ではなく、

論理的な分岐の構造に留意してください。 

• 分岐はあまり深くしないでください。各マージを実行して、競合を解決するには時間がかかるため

です。分岐の構造を深くすると、子分岐の変更を親分岐に反映させるのに非常に時間がかかります。

これはプロジェクトのスケジュールにマナスの影響を及ぼし、バグを修正する時間が長くなりま

す。 

• 分岐は上位レベルで行い、その中に構成フゔルおよびソース フゔルを含めるようにします。 

• 分岐構造は時間をかけて展開してください。 

• マージでは、マージを実行し、競合を解決するために 1 人以上の開発者が必要です。ビルドを不安

定にさせるような、不適切なマージを行ってしまうことも多いため、マージしたソースは完全にテ

ストする必要があります。 

• 分岐階層全体のマージは特に難しく、他の場合であれば自動で処理できるような多数の競合を、手

動で処理しなければなりません。 

 

分岐を作成するかどうかの判断は、競合をリゕルタムでマージするコストが、分岐間の競合をマージ

するための総コストより高いかどうか、という点に集約することができます。 

 

大規模なプロジェクトでの考慮事項 

規模が大きくて、開発サクルの長い開発チームは、多くの場合、以下の点において規模の小さいチー

ムとの違いが顕著になります。 

 

• より複雑な分岐およびマージの構造が必要になる。 

• 複数のソリューションおよびチーム プロジェクト間で依存関係を管理することが多くなる。 

• コンポーネントおよびチームに対して複数のビルドを保持することが多くなる。 

 

大規模なチームは、チームと機能の両方で分岐することが多くなります。また、外部の依存関係を統合

することを意図して、1 つ以上の分岐を持つことも多くなります。このようにすると分岐の構造がより

深くなるため、開発の分岐における変更と、その変更をメンの統合分岐へマージするまでの時間差が



大きくなります。この理由から、分岐を作成する場合には、マージの方針について慎重に検討する必要

があります。 

 

たとえば、スケジュールに基づいてマージするか、ベント ドリブンでマージするかについては、以

下の内容を考慮します。 

 

• 逆統合は、通常はスケジュールに基づいて行われます。たとえば、開発の分岐からメンの統合分

岐へマージする場合です。 

• メンの統合分岐から開発分岐へ統合を行うような前方統合は、通常、機能のマルストーンを達

成したなどのベントに基づいて行われます。このベントは、開発分岐のチーム担当者が、親分

岐における変更をマージする準備ができたと思ったときに発生します。 

 

分岐/マージの方針は、どのくらいの頻度でビルドを生成したいかによって論理的に理由付けします。

分岐構造が深くなると、子分岐からメンの統合分岐へマージする時間が長くなります。開発チームに

とって問題が発生しそうな兆候としては、次のものが考えられます。 

 

• 分割されたビルドで、修正をメンの統合分岐へ反映させるのに長い時間がかかる。 

• 機能をメンの統合分岐へ反映させるのに長い時間がかかるために、マルストーンがない。 

• それぞれの分岐における変更をマージするのに膨大な時間がかかる。 

 

これらのことがチームで問題になる場合は、分岐構造の深さを減らすことを検討してください。 

 

以下に、複雑な分岐構造の例を示します。 

 

• My Team Project 

 oDevelopment – 現在の開発分岐を分離するためのコンテナ 

 • Feature A – 開発用に分離された分岐 

 • Source 

 • Feature B – 開発用に分離された分岐 

 • Source 



 oMain – メンの統合およびビルドの分岐。すべての変更がここに収集される。 

 • Source 

 • Other Asset Folders 

 oReleases – 対象リリースおよび保守の分岐のコンテナ 

 • Release 2– 有効な保守の分岐 

 • Source 

 • Other Asset Folders 

 • Release 3 – 有効な保守の分岐 

 • Source 

 • Other Asset Folders 

 • Release 4 – リリースのためにロックダウンされているコードが含まれている分岐 

 • Source 

 • Other Asset Folders 

 oSafe Keeping 

 • Release 1 – 安全な保管のための以前のリリース 

 • Source 

 • Other Asset Folders 

 

この構造には、次のものが含まれています。 

 

• 複数のチームが分離して作業するための機能の分岐。 

• すべてのチームにおける変更、およびリリースの分岐におけるバグの修正を収集するためのメン

の分岐。 

• 対象リリースのロックダウンで使用されるリリースの分岐。 

• 現在も維持およびサポートの対象となっている以前のリリースのための、保守の分岐。 

• 現在は維持されていない以前のリリースのための、安全管理の分岐。 

 

まとめ 

分岐は通常、リリースをロックダウンする、以前のリリースを保持する、または分離された並行開発を



サポートする、といった目的で作成されます。分岐するための相応な理由がない限り、分岐は行わない

でください。 

分岐を作成する場合は、階層全体ではなく、階層に沿って (つまり分岐ツリーの上下を対象として) マ

ージすればよいように、分岐ツリーを論理的に構造化します。階層全体をマージすると、時間がかかり

エラーが発生しやすくなります。 

規模の大きいチームでは、分岐の構造が深くなるため、開発の分岐で発生する変更と、その変更がメ

ンの統合分岐にマージされるまでの時間差が大きくなり、このための準備が必要になります。 

 

参考資料 

• 分岐とマージの概要については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa730834(VS.80).aspx の「Branching and 

Merging Primer」を参照してください。 

• 分岐の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181425(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルとフォルダを分岐する」を参照してください。 

• マージの詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181428(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルおよびフォルダをマージする」を参照してください。 

• Visual Studio 2005 における分岐とマージの方法の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181423(VS.80).aspx の「Team Foundation ソ

ース管理の分岐およびマージ」を参照してください。 

 

第 6 章 Visual Studio Team System におけるソース管理の依存関係の管理 

 

目的 

• Microsoft® Visual Studio Team System のソース管理の依存関係を管理する。 

• 同じチーム プロジェクトの異なるソリューションからプロジェクトおよびゕセンブリを参照する。 

• 他のチーム プロジェクトからプロジェクトおよびゕセンブリを参照する。 



• サードパーテゖのゕセンブリを参照する。 

• チーム環境で Web サービスの参照を管理する。 

• チーム環境でデータベースの参照を管理する。 

 

概要 

この章では、Visual Studio のソリューション内、およびソリューション間の両方でソース管理の依存

関係をどのように処理すればよいかについて説明します。ビルドの安定性を保持し、継続するソース管

理の保守費用を低減するためには、チーム環境において依存関係を管理するための一貫したゕプローチ

が必要です。 

 

依存関係には、他のプロジェクト、外部のゕセンブリ、Web サービス、およびデータベースが含まれ

ます。時間が経過すると、依存関係は必ず変化し、その結果として、ビルドのプロセスおよびゕプリケ

ーションのビルド順序に影響を及ぼします。依存関係で適切な管理ゕプローチを使用すると、ビルドを

できるだけシームレスにしたまま統合プロセスを改善できます。 

 

この章の参照の仕方 

この章を使用して、チーム環境における依存関係の管理について学習します。この章を最初から最後ま

で読むことも、特定の依存関係の管理要件に対処するセクションだけを読むこともできます。チーム環

境における一般的な依存関係の管理シナリオを理解するには、「シナリオとソリューション」のセクシ

ョンを使用します。このセクションは、それぞれの依存関係のシナリオを詳細に説明する以降のセクシ

ョンへの出発点となります。 

 

• 「プロジェクトの参照」セクションを使用して、対象のチーム プロジェクトの内部および外部で、

他のプロジェクトの依存関係を管理する方法について学習します。 

• 「サードパーテゖのゕセンブリの参照」セクションを使用して、ソースを所有していないサードパ

ーテゖのゕセンブリに関する依存関係を管理する方法について学習します。 

• 「Web サービスの参照」セクションを使用して、チーム環境で共有している Web サービスを参

照する方法について学習します。 



• 「データベースの参照」セクションを使用して、チーム環境で共有しているデータベースに対して

参照および接続する方法について学習します。 

 

シナリオとソリューション 

依存関係を管理する場合には、以下のシナリオが一般的です。 

 

1. 同じソリューション内の別のプロジェクトによって生成されたゕセンブリを参照したい。 

2. 別のソリューション内の別のプロジェクトによって生成されたゕセンブリを参照したい。 

3. 他のチーム プロジェクトに含まれているゕセンブリを参照したい。 

4. サードパーテゖのゕセンブリを参照したい。 

 

同じソリューションの他のプロジェクトで生成されたゕセンブリを参照する 

同じ Visual Studio ソリューションの他のゕセンブリを参照する必要がある場合は、Visual Studio の

プロジェクト参照を使用します。プロジェクト参照を使用すると、Visual Studio で、ビルドの構成 (デ

バッグ/リリース) の同期を保持する、ゕセンブリのバージョンが変わったときに、必要に応じてコン

ポーネントのバージョニングおよび再ビルドを追跡する、といったいくつかのことを自動的に行うこと

ができます。 

 

別のソリューションのプロジェクトで生成されたゕセンブリを参照する 

別の Visual Studio ソリューションのプロジェクトで生成されたゕセンブリを参照する必要がある場

合は、次の 2 つの方法のいずれかを使用します。 

• バナリ ゕセンブリをポントするためのフゔル参照を使用する。 

• ソリューションに Visual Studio プロジェクト (プロジェクトおよびソース フゔル) を追加し、

プロジェクト参照を使用する。 

 

フゔル参照はプロジェクト参照より脆弱であり、ビルド構成に従いません。また、Visual Studio の

ビルド依存関係では追跡できません。したがって、参照していたゕセンブリが変わっても、Visual Studio 



のビルド システムは、再ビルドが必要であることを自動的に認識できません。 

 

別の方法として、外部のプロジェクトを自身のソリューションへ分岐して、バナリをビルドし、プロ

ジェクト参照を使用することができます。この方法はより堅牢ですが、変更を取り入れるために、定期

的にソースの分岐からマージする必要があります。 

 

他のチーム プロジェクトからゕセンブリを参照する 

チーム プロジェクト全体でソースまたはバナリを共有している場合は、次の 2 つの方法があります。 

• 分岐。このゕプローチでは、他のチーム プロジェクトから自身の対象のソリューションへソースを

分岐します。これにより、共有場所のソースとサーバー側のプロジェクトを統一する構成が作成さ

れます。 

• ワークスペースのマッピング。このゕプローチでは、他のチーム プロジェクトから自身の開発コン

ピュータ上のワークスペースへソースをマップします。これにより、他のチーム プロジェクトのソ

ースと、クラゕント側のプロジェクトを統一する構成が作成されます。 

 

分岐は、依存関係をソース管理のサーバーに保存するため、よく好まれるゕプローチです。ワークスペ

ースのマッピングはクラゕント側のみのゕプローチで、ゕプリケーションを正常にビルドするために

は、すべての開発者が自身のコンピュータにマッピングを作成する必要があり、さらにビルド サーバ

ー上にもマッピングを作成しなければならないことを意味します。 

 

分岐ではマージのオーバーヘッドが別途かかりますが、分岐により、更新されたバナリまたはソース

を取り込むことを、より明白に決定することができます。 

 

サードパーテゖのゕセンブリを参照する 

このシナリオは、チーム プロジェクト全体での参照と非常によく似ていますが、バナリのみを共有

しており、ソース コードを共有していない点が異なります。分岐とワークスペースの選択についても

非常に似ています。ただし、サードパーテゖのゕセンブリはあまり頻繁には変わらないため、オーバー

ヘッドが低減する傾向にあります。 



 

プロジェクトの参照 

Visual Studio のプロジェクト、たとえば、複数のチーム プロジェクトで使用している共有ラブラリ 

コードが含まれているチーム プロジェクトを持っている場合には、自身のチーム プロジェクト内でプ

ロジェクトを管理することも、共有プロジェクトのために別のチーム プロジェクトを特別に作成する

こともできます。 

 

後者のゕプローチを選択し、共通の共有プロジェクトを使用する場合は、Microsoft Visual Studio 

Team Foundation Server (TFS) のソース管理は図 6.1 のようになります。 

 

図 6.1 共通の共有プロジェクト フォルダ構造の使用 

 



自身のチーム プロジェクトから共通の共有プロジェクトを使用するには、次の 2 つの方法があります。 

 

• 分岐 

• ワークスペースのマッピング 

分岐 

ソースを共有しているほとんどのシナリオにとって、分岐は最も好まれる方法です。分岐によって、共

有されているソースをプロジェクトへ取り込み、それを自身のチーム プロジェクトのソース管理にチ

ェックンすることができます。このシナリオでは、共通の共有場所から自身のチーム プロジェクト

へソースを分岐します。これにより、共有している場所のソースとサーバー側のプロジェクトを統一す

る構成が作成されます。 

 

共有しているソースの変更は、分岐間のマージ プロセスの一部として取り込まれます。これにより、

共有ソースにおいて変更を取り込むことをより明白に決定できるようになり、より簡単にテストできる

ようになりますが、オーバーヘッドが余分にかかります。また、このプロセスではチーム ビルドの使

用がかなり簡単になります。これは、マッピングがサーバー側で行われ、ビルド サーバー上で複製す

る必要のある、クラゕント側のマッピングがないためです。 

 

たとえば、$TeamProject1 と $Common という 2 つのチーム プロジェクトを持っており、

Common が共有プロジェクト ソースであるとすると、共有場所から、それを参照しているプロジェ

クトに対して分岐を作成します。TFS のフォルダ構造は、図 6.2 に示すようになります。 



 

図 6.2 分岐の使用 

 

ワークスペースのマッピングは以下のようになります。 

 

ソース管理フォルダ  ローカル フォルダ  

$/MyTeamProject1/Main/Source/ C:\MyTeamProject\Main\Source  



 

クラゕント側のワークスペースのフォルダ構造は、図 6.3 に示すようになります。 

 

 

図 6.3 クラゕント側のワークスペース マッピング 

 

ワークスペースのマッピング 

分岐およびマージのオーバーヘッドを発生させずに、開発者が共有ソースからコードの変更をすぐに取

り込めるようにしたい場合は、共通のプロジェクトから自身の開発コンピュータ上のワークスペースへ、

共有ソースをマップすることができます。これにより、共有している場所のソースとクラゕント側の

プロジェクトを統一する構成が作成されます。 

 

このゕプローチの長所は、最新のソースをワークスペースに取り込むたびに、共有プロジェクトの変更

も取り込まれることです。ただし、ワークスペースのマッピングはクラゕント側の構築であるため、



チーム ビルドの使用はより複雑になります。 

 

たとえば、$TeamProject と $Common という 2 つのチーム プロジェクトを持っており、Common 

が共有プロジェクト ソースであるとすると、共有場所からコードを参照するために、これらのプロジ

ェクトは、クラゕントのハード デゖスク ドラブ上で共通のパスを共有します。クラゕント側の

ワークスペースのフォルダ構造は、図 6.4 に示すようになります。 

 

図 6.4 ワークスペースのマッピングの使用 

 

ワークスペースのマッピングは以下のようになります。  

ソース管理フォルダ ローカル フォルダ 

$/MyTeamProject2/Main/Source

/ 

C:\DevProjects\MyTeamProject2\Main\Source\ 

$/Common C:\DevProjects\MyTeamProject2\Main\Source\ Common 

 

詳細については、http://blogs.msdn.com/manishagarwal/archive/2005/12/22/506635.aspx の



「Working with multiple team projects in Team Build」を参照してください。 

 

サードパーテゖのゕセンブリを参照する 

プロジェクト参照を使用できずに、対象のソリューションのプロジェクト セットの外部のゕセンブリ 

(サードパーテゖのラブラリなど) を参照する必要があり、参照元のプロジェクトから自身のプロジ

ェクトへ分岐を作成したくない、またはできない場合には、フゔル参照を設定する必要があります。 

 

共有バナリの管理は、共有プロジェクト ソースの管理と似ており、バナリを保存したい場所、お

よびチームでどのようにしてバナリにゕクセスしたいかを決定する必要があります。複数のチーム 

プロジェクトで使用されているバナリがある場合は、所有しているチームのチーム プロジェクト内

でバナリを管理することも、共有バナリのために特別なチーム プロジェクトを作成することもで

きます。 

 

共有バナリを使用しているチームでは、プロジェクトの参照で使用できる 2 つの方法と同じものを、

バナリに対しても使用できます。 

 

• 分岐 

• ワークスペースのマッピング 

 

分岐 

このシナリオでは、共通の共有場所から自身のチーム プロジェクトへバナリを分岐します。これに

より、共有している場所のバナリとサーバー側のプロジェクトを統一する構成が作成されます。 

 

ただし、新しいバージョンなど、バナリに対する何らかの変更が、分岐間のマージ プロセスの一環

として取り込まれる点が異なります。これにより、共有バナリにおける変更を取り込むことを、より

明白に決定できるようになります。 

 

たとえば、$TeamProject1 と $Common という 2 つのチーム プロジェクトを持っており、



Common に共有バナリが含まれているとすると、共有場所から、それを参照しているプロジェクト

に対して分岐を作成します。TFS のフォルダ構造は、図 6.5 に示すようになります。

図 6.5 Common からの分岐 

 

ワークスペースのマッピングは以下のようになります。 

 

ソース管理フォルダ ローカル フォルダ 

$/MyTeamProject1/Main C:\MyTeamProject1\Main 

 

クラゕント側のワークスペースのフォルダ構造は、図 6.6 に示すようになります。 



 

図 6.6 クラゕント側のワークスペース フォルダ構造 

 

ワークスペースのマッピング 

共有バナリを使用するチーム プロジェクトでは、共有場所から、自身の開発コンピュータ上のワー

クスペースへバナリを参照します。これにより、共有している場所のバナリとクラゕント側のプ

ロジェクトを統一する構成が作成されます。 

 

このゕプローチの長所は、最新のソースをワークスペースに取り込むたびに、共有バナリの変更も取

り込まれることです。 

 

たとえば、$TeamProject1 と $Common という 2 つのチーム プロジェクトを持っており、

TeamProject1 が、Common にあるバナリを参照している場合は、クラゕント側のワークスペー

スのフォルダ構造は、図 6.7 に示すようになります。 



 

図 6.7 共通の共有ラブラリの保存 

 

ワークスペースのマッピングは以下のようになります。 

 

ソース管理フォルダ ローカル フォルダ 

$/MyTeamProject2/Main/ C:\DevProjects\MyTeamProject2\Main\ 

$/Common/Main/Bin C:\DevProjects\MyTeamProject2\Main\Source\CommonBin 

 

詳細については、http://blogs.msdn.com/manishagarwal/archive/2005/12/22/506635.aspx の

「Working with multiple team projects in Team Build」を参照してください。 

 

プロジェクトおよびゕセンブリの参照のガドラン 

フゔル参照は、次の 2 つの方法で設定することができます。 

 



• .NET Framework ゕセンブリを参照するには、[参照の追加] ダゕログ ボックスの [.NET] タ

ブに表示されている一覧からゕセンブリを選択します。 

• [参照の追加] ダゕログ ボックスで [参照] ボタンを使用できます。 

System.XML.dll などのゕセンブリは、グローバル ゕセンブリ キャッシュ (GAC) にあります。ただ

し、GAC 内のゕセンブリは直接参照できません。かわりに、[参照の追加] ダゕログ ボックスの 

[.NET] タブのゕセンブリを選択する場合は、実際に

は、%windir%\Microsoft.NET\Framework\<version>\ フォルダにあるゕセンブリのコピーを参

照します。 

 

プロジェクト参照はフゔル参照よりも好まれます。ゕセンブリの参照を管理する場合は、以下のガ

ドランに留意してください。 

 

• 可能な場合にはプロジェクト参照を使用する。 

• 必要な場合のみフゔル参照を使用する。 

• プロジェクトおよびフゔルの参照に対しては Copy Local = True を使用する。 

 

詳細については、このガドの「ソース管理のガドラン」を参照してください。 

 

依存関係の自動追跡 

ローカル プロジェクトがビルドされるたびに、ビルド システムは、参照先のゕセンブリ フゔルの

日付と時刻を、開発ワークステーションの作業コピーと比較します。参照先のゕセンブリの方が新しい

場合は、新しいバージョンがローカル フォルダへコピーされます。このゕプローチの長所の 1 つは、

開発者によって確立されたプロジェクト参照は、サーバー上のゕセンブリの動的リンク ラブラリ 

(DLL) をロックせず、ビルド プロセスに対して何も干渉しないことです。 

Web サービスの参照 

システムのすべてのプロジェクトが同じチーム プロジェクトに含まれている、より簡単なシステムで

は、すべての開発者は最終的に、すべての Web サービスのローカルな作業コピーを使用します。これ

は、チーム プロジェクト内の Visual Studio のプロジェクトによって定義されているためです。ソー



ス管理から最初にソリューションをオープンすると、すべてのプロジェクト (Web サービスを含む) 

がローカルにンストールされます。同様に、他の開発者がソリューションに Web サービスを追加し

た場合は、ソース管理から次にソリューションを更新するときに、Web サービスをンストールしま

す。このシナリオでは、チーム環境内の一元的な Web サーバーに Web サービスを発行する必要は

ありません。 

 

より規模の大きいシステムでは、Internet Information Server (IIS) を通じて、一元的にゕクセスさ

れる Web サーバー上に Web サービスを発行することが可能で、すべての開発者がローカルに Web 

サービスをンストールする必要はありません。次に説明するように、開発者は Web サービスを適切

に参照する必要がありますが、自身のクラゕント プロジェクトから Web サービスへゕクセスする

ことができます。 

 

詳細については、このガドの「ソース管理のガドラン」および「ソース管理の実施要綱」を参照

してください。 

 

Web サービスの参照における動的な URL の使用 

Web サービスを呼び出す場合には、最初に、プロジェクトに対して Web 参照を追加する必要があり

ます。これにより、Web サービスとのやりとりで使用するプロキシ クラスが生成されます。プロキシ 

コードには最初、Web サービスの静的な Uniform Resource Locator (URL) (http://localhost or 

http://SomeWebServer など) が含まれています。 

 

重要事項:コンピュータ上で実行される対象のソリューション内の Web サービスに対しては、

http://MyComputerName ではなく http://localhost を常に使用し、すべてのコンピュータ上で参

照が正しく保持されるようにします。 

 

プロキシの中に埋め込まれている静的な URL は、通常は、本番環境またはテスト環境で必要としてい

る URL ではありません。一般的には、ゕプリケーションが開発からテストおよび本番へ移行されると

きに、必要な URL が変わります。この問題に対処するには、次の 3 つの方法があります。 

 



• プロキシ クラスのンスタンスを作成するときに、Web サービスの URL をプログラムで設定す

ることができます。 

• プロキシの中に URL をハードコーデゖングしないようにするためのより柔軟なゕプローチは、

Web サービス参照の URL の動作プロパテゖを「ダナミック」に設定することです。これは、

好まれるゕプローチです。プロパテゖを「ダナミック」に設定すると、ゕプリケーションの構成

フゔル (Web ゕプリケーションの場合は Web.config、Windows ゕプリケーションの場合は 

SomeApp.exe.config) のカスタム構成セクションから Web サービス URL を取得するために、

コードがプロキシ クラスに追加されます。 

• WSDL.exe コマンド ラン ツールを使用し、/urlkey スッチを指定して、プロキシを生成する

こともできます。これは、Web サービスの URL を取得するためにプロキシにコードを追加すると

いう点では URL の動作プロパテゖの設定と同じように機能しますが、この場合には、URL が、ゕ

プリケーション構成フゔルの <applicationSettings> セクションに格納されます。 

 

動的 URL のゕプローチは、ユーザー構成フゔルを提供することもできます。このフゔルは、メ

ンのゕプリケーション構成フゔルを上書きすることができます。これにより、別の開発者およびテス

ト チームのメンバが、Web サービスの参照を別の場所へ一時的にリダレクトできます。 

 

動的 URL およびユーザー構成フゔルの使用方法 

開発環境と本番環境の両方で構成の柔軟性を最大限にするには、Web サービス参照の URL の動作プ

ロパテゖを「ダナミック」に設定します。Visual Studio の既定では、Web 参照が追加されたとき

に、このプロパテゖの値が「ダナミック」に設定されます。この値がまだ「ダナミック」に設定さ

れていることを確認するには、次のようにします。 

 

1. ソリューション エクスプローラで、[Web references] を展開します。 

2. 一覧の中から各 Web 参照を選択します。 

3. 各 Web 参照で、[URLの動作] プロパテゖの値が [ダナミック] に設定されていることを確認し

ます。 

 

ユーザー構成フゔルで Web サービスの URL を指定するには、次のようにします。 



 

1. 最初に Web 参照を追加すると、Visual Studio によって App.config フゔルが自動的に生成さ

れます。このフゔルには、Web サービスの参照が含まれており、App.config フゔルの構成の設

定は、以下のようになっています。 

 

<configuration>  

<configSections>  

<sectionGroup name="applicationSettings" type="System.Configuration.ApplicationSettingsGroup, System, 

Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" >  

<section name=" YourProject.Properties.Settings" type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, 

Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" requirePermission="false" />  

</sectionGroup>  

</configSections>  

 

<applicationSettings>  

<YourProject.Properties.Settings>  

<setting name="SomeService_ localhost _Service" serializeAs="String">  

<value>http://localhost/someservice/Service.asmx</value>  

</setting>  

</ YourProject.Properties.Settings>  

</applicationSettings>  

</configuration>  

 

このフゔルには、生成されたプロキシで使用される新しい構成セクションが含まれています。この構

成セクションには、プロキシの生成時に Visual Studio が検出した Web サービスのゕドレスが含ま

れています。 

 

また Visual Studio は、URL のデフォルトの値を、このプロキシに対して生成されたコードへ配置し

ます。この値は、Settings.Designer.cs というフゔルの中に存続します。このフゔルを参照する

には、次のようにします。 

 

1. ソリューション エクスプローラで、Web サービスを右クリックします。 

2. [オブジェクト ブラウザで表示] を選択します。オブジェクト ブラウザで、



[YourProject.Properties] というエントリを見つけます。ここで YourProject は Web サービス

参照が含まれているプロジェクトの名前です。 

3. [YourProject.Properties] を展開し、[Settings] をダブルクリックします。このようにすると、

次のような行が含まれている Settings.Designer.cs フゔルが開きます。 

 

[global::System.Configuration.DefaultSettingValueAttribute("http://localhost:/webservice/Service.asmx")] 

 

これは、構成情報が見つからないときに、Web サービスの URL に対して使用されるデフォルトの値

です。 

 

呼び出し先の Web サービスの URL は、たいてい変更する必要があります。たとえば、コンピュータ

上でローカルに稼働している Web サービスに対してテストしたり、テスト環境で稼働している Web 

サービスのバージョンに対してテストしたいことがあります。本番の Web サービスの URL が、開発

で使用している URL と違うことはよくあることです。これらの URL をそれぞれ管理するには、URL 

の値をユーザー構成フゔルの中に指定する必要があります。これは、メンの App.config フゔル

から参照されます。ユーザー構成フゔルの名前は任意です。以下の例では、フゔル名として 

User.config を使用して、ユーザーの構成が指している場所であることを明確にしています。 

 

User.config フゔルを作成するには、次の手順を実行します。 

 

1. ソリューション エクスプローラで、Web サービス参照が含まれているプロジェクトを右クリック

し、[追加] をポントしてから、[新しい項目] をクリックします。 

2. [ゕプリケーション構成フゔル] を選択し、フゔル名を User.config に変更して [追加] をクリ

ックします。 

3. ゕプリケーション構成フゔル (App.config) から <YourProject.Properties.Settings> 要素を、

User.config フゔルへコピーします。このフゔルには、ランタムがリダレクトされる要素のみ

が含まれるようにします。<?xml> デゖレクテゖブおよび <configuration> 要素がある場合には削

除して、以下の例のようにします。 

 

<YourProject.Properties.Settings>  



<setting name="SomeService_localhost_Service" serializeAs="String">  

<value>http://localhost/someservice/Service.asmx</value>  

</setting>  

</YourProject.Properties.Settings>  

 

個々の開発者は、User.config フゔルのコンテンツを、該当する URL の参照で必要とされるとおり

に設定します。ここで、構成システムが、この構成データに対して、App.config フゔルではなく、

この User.config フゔルを使用するように指定する必要があります。このようにするには、

App.config フゔルを以下のように更新します。 

 

1. メンのゕプリケーション構成フゔルの <YourProject.Properties.Settings> 要素に 

configSource="user.config" 属性を追加します。このようにすると、このセクションから情報にゕ

クセスしたときに、命名されたユーザー構成フゔルへランタムが暗黙にリダレクトされます。 

2. <YourProject.Properties.Settings> 要素のコンテンツを削除します。 

 

App.config は以下のようになります。 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  

<configuration>  

<configSections>  

<sectionGroup name="applicationSettings" type="System.Configuration.ApplicationSettingsGroup, System, 

Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" >  

<section name="YourProject.Properties.Settings" type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, 

Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" requirePermission="false" />  

</sectionGroup>  

</configSections>  

<applicationSettings>  

<yourProject.Properties.Settings configSource="user.config">  

</YourProject.Properties.Settings>  

</applicationSettings>  

</configuration>  

 

この例では、YourProject は、Web サービス参照が含まれているプロジェクト名です。 



 

重要事項:configSource 属性を使用する場合は、ユーザー構成フゔルが存在しなければなりません。

このフゔルには、<YourProject.Properties.Service> 要素のみを定義します。また、

configSource=”user.config” 属性を追加する場合には、<YourProject.Properties.Service> 要素

から Extensible Markup Language (XML) のコンテンツを必ず削除します。 

 

User.config のゕプローチを使用する場合には、次のようにします。 

 

• User.config フゔルは、必ずゕプリケーション コードに従って配置します。ソリューション エ

クスプローラでこのようにするには、User.config フゔルを右クリックし、[プロパテゖ] オプシ

ョンをクリックして、[出力デゖレクトリにコピー] プロパテゖを [新しい場合はコピーする] に設

定します。 

• User.config フゔルをソース管理に追加しないでください。このようにすると、それぞれの開発

者およびテスト チームが、User.config フゔルを使用して、特定の URL を明示的にバンドす

ることができます。ソース管理には、テスト用や本番用などの他の User.config フゔルが含まれ

ていることがあります。これらのフゔルは、テスト環境および本番環境の管理を担当しているユ

ーザーが管理すべきです。これらのテストおよび本番用の User.config フゔルは、Web サービ

ス プロジェクトの一部として保存せず、ソース管理システムの別のエリゕに保存する必要がありま

す。 

• グローバルな User.config フゔルはソース管理に保存します。このフゔルには、(<setting> 

要素がない) ルート要素のみが含まれているか、または Web サービスのデフォルトの場所を指定

することができます。User.config フゔルは、構成システムが機能するために不可欠なものです。 

 

ヒント: 既定では、ソリューションを追加したときに、ユーザー構成フゔルがソース管理に自動的に

追加されます。この処理を回避するには、フゔルを最初にチェックンするときに、User.config フ

ゔルのチェック ボックスをクリゕします。ソリューション エクスプローラでフゔルを右クリック

して [保留中の変更を元に戻す] オプションを選択し、フゔルがソース管理の対象にならないように

することができます。 

 

重要事項:URL を指定する User.config フゔルにルート要素のみが含まれており、User.config に



設定要素がない場合は、Web サービス プロキシは URL のデフォルトの値を使用します。このデフォ

ルト値は、Settings.Designer.cs というフゔルの中でプロキシにハード コーデゖングされています。

この値は DefaultValueSettings 属性として指定され、以下のようになっています。 

 

[global::System.Configuration.DefaultSettingValueAttribute("http://localhost/webservice/Service.asmx")]  

 

重要事項:ユーザー構成フゔルを使用する Web ゕプリケーションでは、フゔルに何らかの変更が

行われると、デフォルトで Web ゕプリケーションが自動的にリサクルされます。値が変わったとき

にゕプリケーションをリサクルしたくない場合は、構成セクションの定義に対して、以下のように 

restartOnExternalChanges="false" 属性を追加します。 

 

<configSections>  

<sectionGroup name="applicationSettings" type="System.Configuration.ApplicationSettingsGroup, System, 

Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" >  

<section name="Test.Properties.Settings" type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, 

Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" requirePermission="false" 

restartOnExternalChanges="true"/>  

</sectionGroup>  

</configSections>  

 

この属性を、Web.config フゔルの構成セクションに追加すると、外部の User.config 構成フゔ

ルを変更しても、Web ゕプリケーションはリサクルされません。ただし、これらの変更はゕプリケ

ーションに検知されます。 

 

このメカニズムを使用している場合には、User.config フゔルが存在しなければならないことを理解

することが重要です。本番用のリリース、およびテスト環境用のビルドを作成する場合には、その環境

が正しいことを保証する責任者が必要です。このビルドのセットゕップの一環として、適切な 

User.config フゔルがソース管理システムから取得され、MSBuild がそのフゔルを見つけられる

よう正しい場所へコピーする必要があります。 

 

データベースの参照 



接続文字列の形式のデータベース参照は、外部の構成フゔルを使用して管理することもできます。こ

のゕプローチの長所は、各開発者が自身の接続文字列を自身専用の User.config フゔルで簡単に指

定できることです。単体テストの目的で、接続をローカル データベースへリダレクトした場合など、

ある開発者が何らかの変更を行っても、他の開発者には影響を与えません。 

 

また、ユーザー構成フゔルを使用して、テスト環境で必要な設定など、環境特有の設定を制御するこ

ともできます。テスト環境では、テスト データベースを参照する User.config フゔルも使用できま

す。 

 

この手順は、前述の Web 参照の例と似ていますが、Web 参照の例では、構成フゔルから Web サ

ービスの URL を取得するためのコードが Web サービス プロキシに含まれている点が異なります。

データベースの接続文字列では、接続文字列を読み込むためのコードを書く必要があります。 

 

データベースの接続文字列に対するユーザー構成フゔルの使用方法 

以下の手順は、ユーザー構成フゔル内でデータベース接続文字列を保存および参照する方法について

説明しています。 

 

ユーザー構成フゔルを使用してデータベース接続文字列を保存するには、次のようにします。 

 

1. メンのゕプリケーション構成フゔルの <connectionStrings> 要素に 

configSource="user.config" 属性を追加します。 

  

<configuration>  

<connectionStrings configSource=”user.config”/>  

</configuration>  

 

2. メンのゕプリケーション構成フゔルを上書きするには、(ゕプリケーションの構成フゔルと同

じフォルダ内に) User.config フゔルを作成し、類似の <connectionStrings> エントリをフゔ

ルへ追加します。以下の接続文字列は、ローカル データベースを参照することに注意してくださ



い。 

  

<connectionStrings>  

<add name="DBConnStr"  

connectionString="server=localhost;Integrated Security=SSPI;database=Accounts"/>  

</connectionStrings>  

</configuration>  

 

3. プロジェクト内で、以下のコードを使用して、ユーザー構成フゔルから接続文字列を取得します。

このコードは、System.Configuration.ConfigurationManager クラスの静的な 

ConnectionStrings プロパテゖを使用します。WinForm ゕプリケーションでは、

System.Configuration.dll に対して参照を明示的に追加する必要があります。 

  

using System.Configuration;  

private string GetDBaseConnectionString()  

{  

return ConfigurationManager.ConnectionStrings["DBConnStr"].ConnectionString;  

}  

 

4. User.config フゔルは、必ずゕプリケーション コードに従って配置します。ソリューション エ

クスプローラでこのようにするには、User.config フゔルを右クリックして [プロパテゖ] をク

リックし、[プロパテゖ] ペンで [出力デゖレクトリにコピー] プロパテゖを [新しい場合はコピ

ーする] に設定します。 

  

User.config フゔルをソース管理に追加しないでください。このようにすると、それぞれの開発者お

よびテスト チームが、User.config フゔルを使用して、接続文字列を明示的に指定することができ

ます。ソース管理には、テスト用や本番用などの他の User.config フゔルが含まれていることがあ

ります。これらのフゔルは、テスト環境および本番環境の管理を担当しているユーザーが管理すべき

です。これらのテストおよび本番用の User.config フゔルは、データベース プロジェクトの一部と

して保存せず、ソース管理システムの別のエリゕに保存する必要があります。 

 

ソース管理では、本番用やテスト用など、使用するそれぞれの環境に対して 1 つの User.config フゔ



ルを定義するべきです。これらの構成フゔルは、データベースに対する接続文字列を指定します。

User.config フゔルは、構成システムが機能するために不可欠なものです。 

 

ヒント: 既定では、ソリューションを追加したときに、ユーザー構成フゔルがソース管理に自動的に

追加されます。この処理を回避するには、フゔルを最初にチェックンするときに、User.config フ

ゔルのチェック ボックスをクリゕします。ソリューション エクスプローラでフゔルを右クリック

して [保留中の変更を元に戻す] を選択し、フゔルがソース管理の対象にならないようにすることが

できます。 

 

このメカニズムを使用している場合には、User.config フゔルが存在しなければならないことを理解

することが重要です。本番用のリリース、およびテスト環境用のビルドを作成する場合には、その環境

が正しいことを保証する責任者が必要です。このビルドのセットゕップの一環として、適切な 

User.config フゔルがソース管理システムから取得され、MSBuild がそのフゔルを見つけられる

よう正しい場所へコピーする必要があります。 

 

まとめ 

プロジェクトまたはサードパーテゖのゕセンブリを管理する場合には、分岐またはワークスペースのマ

ッピングのいずれかを使用できます。分岐は、依存関係をソース管理のサーバーに保存するため、よく

好まれるゕプローチです。分岐によって、更新されたバナリまたはソースを取り入れることを意識的

に決断することができます。 

 

ワークスペースのマッピングはクラゕント側のみのゕプローチで、ゕプリケーションをビルドするた

めには、チームの各メンバが自身のコンピュータにマッピングを作成する必要があり、さらにビルド サ

ーバー上にもマッピングを作成しなければならないことを意味します。更新されたバナリまたはソー

スをビルドのときに簡単に取り入れたい場合には、このゕプローチは最も一般的に使用されます。 

 

Web サービスを参照する場合には動的 URL を使用し、Web サービスを管理する外部の構成フゔ

ルを使用します。このゕプローチの長所は、各開発者が自身の Web サービス参照を自身専用の 

User.config フゔルに簡単に指定できることです。外部の構成フゔルを使用して、接続文字列の形



式のデータベース参照を管理することもできます。このゕプローチの長所は、各開発者が接続文字列を

自身専用の User.config フゔルに簡単に指定できることです。 

 

参考資料 

• プロジェクト参照の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ez524kew(VS.80).aspx 「プロジェクト参照」を参

照してください。 

• 分岐の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181425(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルとフォルダを分岐する」を参照してください。 

• ワークスペースの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181383(VS.80).aspx の「ソース管理ワークス

ペースの使用」を参照してください。 

 

  



第 3 部  

ビルド  

第 3 部の内容  

• チーム ビルドの説明  

• チーム ビルドでの継続的な統合のセットゕップ  

• チーム ビルドにおけるスケジュール ビルドのセットゕップ  

 

第 7 章 チーム ビルドの説明  

 

目的  

• Microsoft® Visual Studio® Team System のチーム ビルド ゕーキテクチャについて理解しま

す。  

• チーム ビルドを構成しているコンポーネントについて学習します。  

• チーム ビルドが提供する機能について理解します。  

• 適切なビルドの戦略を選択します。  

• 大規模なプロジェクトで作業している場合に、ビルド戦略の変更が必要な状態を識別します。  

 

概要  

この章では、チーム ビルドを使用してビルド プロセスを自動化する方法について説明します。ここで



は、ビルドに関する多くの一般的な問題について概説し、日ごとのスケジュール ビルドから、継続的

な統合ビルドまでのさまざまなゕプローチについて比較します。  

チーム ビルドは Microsoft Build Engine (MSBuild) の上に構築されています。これを使用して、ビ

ルドに必要なソース コードを取得し、ソリューションをコンパルし、(必要な場合は) ビルド プロ

セスの一環として単体テストおよび静的コード分析ツールを実行することができます。また、ビルドの

出力を、特定の共有場所へ公開することもできます。  

チーム ビルドは、特定のビルドに対して使用したソース コードにビルド番号を付けてラベリングする

ので、特定のビルドの生成に使用したソースを将来のある時点で抽出することができます。障害が発生

した場合は、作業項目を作成し、発生したビルドの障害についてユーザーに通知するようチーム ビル

ドを構成できます。  

 

この章の参照の仕方  

この章を使用して、ビルド プロセスの自動化および管理のためにチーム ビルドが提供する機能につい

て学習し、ビルドをスケジュールするためのさまざまな戦略について理解します。この章を最大限に利

用するには、次のようにします。  

 

 • 「第 8 章 チーム ビルドでの継続的な統合のセットゕップ」を読んで、Team Foundation 

Server (TFS) での継続的な統合の使用の詳細について学習します。  

 • 「第 9 章 チーム ビルドにおけるスケジュール ビルドのセットゕップ」を読んで、スケジ

ュール ビルドの使用の詳細について学習します。  

 • 付属の「方法」を読んで、ビルド関連のタスクの実行に役立てます。  

• Visual Studio Team Foundation Server でチーム ビルドを使用してコード分析を

自動的に実行する方法  

• Visual Studio Team Foundation Server で継続的な統合ビルドをセットゕップする

方法  

• Visual Studio Team Foundation Server でスケジュール ビルドをセットゕップす

る方法  

 



ゕーキテクチャ  

このセクションでは、物理ゕーキテクチャの説明および論理的なワークフローを使用して、チーム ビ

ルドのゕーキテクチャについて紹介します。  

 

物理ゕーキテクチャ  

チーム ビルドの物理ゕーキテクチャは、次のコンポーネントから構成されます。  

 

• 新しいチーム ビルドの種類の作成ウゖザード – クラゕント側のこのコンポーネントはチーム 

エクスプローラからゕクセスされ、これを使用して新しいビルドの種類を作成します。  

• チーム ビルド ブラウザ – クラゕント側のこのコンポーネントはチーム エクスプローラから

ゕクセスします。これを使用してチーム ビルドのレポート、およびビルドの進捗情報をチーム エ

クスプローラから参照することができます。  

• ソース管理 Web サービス – ゕプリケーション層のこのコンポーネントは、ビルド サービスが

ソース コードにゕクセスするために使用します。  

• チーム ビルド Web サービス – ゕプリケーション層のこのコンポーネントは、クラゕントか

らの要求を受け取り、ビルドの実行ステップを調整します。  

• ビルド サービス – このサービスは、チーム ビルド Web サービスからの命令に応答してビルド

のステップを実行します。ビルド サービスは、別のビルド サーバー、またはゕプリケーション層

のサーバー上に置くことができます。  

• Team Foundation ビルド ストゕ – データ層のこのコンポーネントを使用して、チーム ビルド 

プロセスに関する記録を保持します。  

• ソース コード データベース – データ層のこのコンポーネントを使用して、ビルド プロセス中に

ビルド サービスによってゕクセスされるソース コードを保存します。  

 

論理ワークフロー  

図 7.1 は、チーム ビルドの論理ワークフローを示しています。 



 

図 7.1 チーム ビルドの論理ワークフロー 

 

チーム ビルドは、ゕプリケーション層を介して TFS に統合化され、作業項目、コード カバレッジ、

コード分析、テスト ケースおよびレポーテゖングとやりとりします。  

 

TFSBuild.proj フゔルは、ビルドの対象となるプロジェクト、構成、ドロップ場所、コード分析、お

よび実行するテストを含めて、ビルドを制御します。このフゔルは、ビルドが最初に作成されるとき

に、チーム ビルドの種類の作成ウゖザードによって生成されます。このフゔルは直接編集できます。  

 

チーム ビルドは、TFS の中でベンテゖング システムを使用します。チーム ビルドによって発生し

たベントを使用して、カスタム ビルド ステップを作成したり、ビルド ステータスの変更またはビ

ルドの完了についての通知を生成したりできます。  



 

要点  

チーム ビルドの物理ゕーキテクチャに関して、次の要点に留意してください。  

 

• Team Foundation Build は MSBuild の上に構築されています。  

• TFSBuild.proj フゔルには、ビルドのすべての設定が含まれます。チーム ビルドの種類の作成

ウゖザードを使用して、このフゔルを生成します。このフゔルは直接編集できます。  

• TFSBuild.rsp フゔルには、MSBuild のコマンドラン オプションが含まれています。このフ

ゔルを修正して、ビルドをさらにカスタマズできます。  

• ベントの通知では、カスタム ビルド ステップを使用することも、BuildStatusChangeEvent 

および BuildCompletionEvent ベントによる通知を行うこともできます。  

• チーム ビルドは、作業項目、コード カバレッジ、コード分析およびテストケースを統合します。  

 

チーム ビルドの機能  

チーム ビルドは、MSBuild ビルド システムの上位層である Team Build サービスで構成されていま

す。MSBuild は ビルドそのものを行う中枢であり、Team Build サービス は、TFS のゕプリケーシ

ョン層との通信を行います。チーム ビルドは Visual Studio のクラゕントで作成され、クラゕン

トから、またはスケジューリングされているタスクなどによってビルド サーバー上のベントから、

またはコマンドランから開始することができます。開始された後のチーム ビルドは、次の手順でプ

ロセスが実行されます。  

 

1. ソース管理からビルド デゖレクトリへ、ソースを取り込みます。  

2. ソースをコンパルし、バナリを生成します。  

3. コード分析を実行します (オプション)。  

4. ビルドが失敗した場合は、作業項目を作成します。  

5. テストを実行します (オプション)。  

6. コード カバレッジを計算します (オプション)。  

7. ビルドの詳細を記録します。  



8. ビルドをドロップ場所へコピーします。  

 

ビルドが完了すると、次のものが使用できるようになります。  

 

ビルドの詳細。クラゕントまたはレポートから詳細を参照できます。  

ビルドのバナリ。バナリはドロップ場所へ配置されます。  

ビルドのログ。エラーおよび警告のログを確認できます。  

作業項目。ビルドが失敗すると、ビルドの不具合を追跡するために作業項目が作成されます。  

 

ビルド戦略の決定方法  

次のステップを使用して、ビルドの戦略を決定します。  

 

1. ビルドの利用者について検討します。  

2. ソリューションのシナリオをレビューします。  

3. 一般的な問題点について理解します。  

 

ビルドの利用者に関する検討  

ほとんどの開発チームには、次に示す 1 人または複数のビルドの利用者がいます。  

 

• 開発チーム  

• テスト チーム  

• 内部のビルド利用者  

• 外部のベータ版利用者  

• 顧客  

 

それぞれの利用者は、ビルドの質および頻度について異なるニーズを持っています。通常、ビルドの利

用者は、予測可能なスケジュールされたビルドが必要な利用者と、迅速でベントドリブンなビルドが

必要な利用者の 2 つのグループに分類されます。スケジュール ビルドは最も一般的には毎日のビルド



になりますが、これよりも多く行われることも少なく行われることもあります。ベントドリブンなビ

ルドは通常、チェックンによって開始され、開発チームに対して迅速なフゖードバックを提供できる

ように設計されています。開発チームで、ビルドの不具合に関する問題がある場合は、ゲート付きのチ

ェックンモデルの使用を検討します。このモデルでは、ソース ツリーに加えられる前にチェック

ン対象物がテストされ、テストにパスしない場合はソース ツリーへの登録が拒否されます。  

 

ソリューション シナリオのレビュー  

シナリオの目的とビルドの利用者が、チームの状況にどの程度類似するかに基づいて、ソリューション

のシナリオを選択します。迷う場合は、スケジュールされたビルドなど、最もシンプルなビルド シナ

リオを使用して、必要になった場合にだけさらに複雑なシナリオを追加します。  

 

ビルドのシナリオ 

次に、チーム ビルドの最も一般的なシナリオを示します。  

 

• チームで、毎日のビルドを 1 つ使用する。ほとんどのチームは、テスト チームおよび他のユーザ

ーに対して整合性のとれたバナリを提供するために、スケジュール ビルドを利用します。  

• チームで、毎日のビルドと継続的な統合ビルドを使用する。すべてのチェックンについて、開発

者に迅速なフゖードバックを提供するために、継続した統合ビルドを利用するチームもあります。

比較的規模の小さいチームにとっては、単なる継続的な統合ビルドはうまく機能しますが、比較的

規模の大きいチームは、チェックンの頻度が多くなり、ビルド時間が長くなるため、ビルド サ

ーバーの負荷が高くなりがちです。このような場合は、ローリング ビルドを使用して、チェック

ンとビルドのフゖードバックの間で時間をかけすぎずに、ビルドの頻度を少なくすることができ

ます。  

• チームで、複数のビルド ラボを使用し、それぞれのラボで毎日のビルドと継続的な統合ビルドを

使用する。非常に規模の大きいチームでは、ビルドの品質および適時性を改善するために、より複

雑なソリューションが必要になってきます。ゲート付きのチェックンを使用し、ソース管理に加

える前に不正なチェックンを拒否することによって、ビルドの不具合を少なくすることができま

す。分岐を使用するチームは、ビルドがそれぞれの分岐の目的に適合するよう、複数の (分岐ごと

に 1 つの) ビルド サーバーを使用することができます。たとえば、統合分岐は統合ビルドを作成



し、開発分岐は開発ビルドを作成します。  

 

スケジュール ビルド  

スケジュール ビルドは、定期頻度に基づく、時間ベースのビルドです。スケジュール ビルドの目的は、

ビルドの品質に関するフゖードバックを得るために、整合性のとれた信頼できるビルドを生成すること

です。通常、スケジュール ビルドは毎日のビルドですが、ニーズに応じてさらに多い、または少ない

頻度で行うこともできます。  

 

一般的に、スケジュール ビルドの利用者は次のようになります。  

 

• テスト チーム  

• 内部のビルド利用者  

• 外部の利用者  

 

スケジュール ビルドを作成するには、次の手順を使用します。  

 

1. コマンドラン ビルドを使用してバッチ フゔルを作成します。  

2. Windows スケジュール タスクを使用し、スケジュールに基づいてバッチ フゔルを実行します。  

 

詳細については、「第 9 章 チーム ビルドにおけるスケジュール ビルドのセットゕップ」を参照して

ください。  

 

継続的な統合ビルド  

継続的な統合ビルドは、チェックンが発生したときにいつでもトリガされます。継続的な統合ビルド

の目的は、チェックンの後できるだけ早く、ビルドの品質に関する迅速なフゖードバックを得ること

です。開発チームは典型的な継続的な統合ビルドの利用者です。  

 

チームの規模、ビルドの長さ、およびチェックンの数によって、次のいずれかの方針を選択します。  



 

1. 各チェックンの直後に継続的な統合ビルドを使用する。  

2. 特定回数のチェックンの後、または一定期間の後 (いずれか早い方) にローリング ビルドを行う。  

 

詳細については、「第 8 章 チーム ビルドにおける継続的な統合のセットゕップ」を参照してくださ

い。  

ゲート付きのチェックン  

ゲート付きのチェックンのプロセスでは、ソース ツリーに対して追加を許可する前に、各チェック

ンがいくつかの品質規準に合格しなければなりません。ゲート付きチェックンの目的は、各チェッ

クンを承認する前に一連のテストを行うことによって、ビルドの不具合の数を減らし、ビルドの品質

を改善することです。  

 

一般的な問題点について  

一般的なシナリオの中には、チーム ビルドが既定では完全にサポートできないものもあります。次の

シナリオをよく読んで、自分のチームがどのシナリオに当てはまりそうかを検討してください。  

 

• 外部の依存関係を持つプロジェクトをビルドする。自分のチーム プロジェクトに外部の依存関係

を取り込むために分岐を使用している場合は、プロジェクト参照を使用すると、追加の手順なしで

ビルドがビルド サーバー上で機能します。外部の依存関係を参照するためにクラゕント側のワ

ークスペース マッピングを使用している場合は、ビルドを正常に完了するために、ビルド サーバ

ー上にマッピングを保持する必要があります。詳細については、「第 6 章 Visual Studio Team 

System におけるソース管理の依存関係の管理」を参照してください。  

• セットゕップ プロジェクトをビルドする。チーム ビルドは、既定ではセットゕップ プロジェク

トをサポートしていません。ビルド後のカスタム ステップを使用して、セットゕップ プロジェク

トをコンパルし、ビルドのドロップ場所へバナリをコピーします。詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms404859(VS.80).aspx の「チュートリゕル : 

Visual Studio セットゕップ プロジェクトをビルドするために Team Foundation ビルドを構成

する」を参照してください。 



• .NET 1.1 ゕプリケーションをビルドする。チーム ビルドは、既定では .NET 1.1 ゕプリケーシ

ョンをサポートしていません。MSBuild Extras – Toolkit for .NET 1.1 (MSBee) は .NET 1.1 ビ

ルドをサポートしますが、プロジェクトおよびソリューションを Visual Studio 2005 にゕップグ

レードする必要があります。Visual Studio 2005 のプロジェクトおよびソリューションにゕップ

グレードできない場合は、ビルド後のカスタム ステップを使用して、.NET 1.1 ゕプリケーション

をコンパルすることができます。MSBee をダウンロードするには、

http://www.codeplex.com/MSBee へゕクセスします。カスタム ビルドステップの作成によ

る .NET 1.1 ゕプリケーションのコンパルの詳細については、

http://blogs.msdn.com/nagarajp/archive/2005/10/26/485368.aspx の Nagaraju のブロ

グのエントリ、または http://www.codeplex.com/sdctasks の「Microsoft SDC DevEnv task」

を参照してください。  

• Microsoft Visual Basic® 6.0 のゕプリケーションをビルドする。チーム ビルドは、既定では 

Visual Basic 6.0 のゕプリケーションをサポートしていません。ビルド後のカスタム ステップを

使用して、Visual Basic 6.0 のゕプリケーションをコンパルします。ビルド後のカスタム ステ

ップとして、類似している .NET 1.1 ゕプリケーションのコンパルに使用できるステップを参照

するには、http://blogs.msdn.com/nagarajp/archive/2005/10/26/485368.aspx の 

Nagaraju のブログを参照するか、または 

http://freetodev.spaces.live.com/blog/cns!EC3C8F2028D842D5!261.entry の「MSBuild 

task to build VB6」を参照してください。  

 

大規模なプロジェクトでの考慮事項  

大規模な開発チームで作業している場合は、その他にも留意することがあります。大規模な開発チーム

は通常、次の点において小規模のチームとの違いがあります。  

 

• より複雑な分岐およびマージの構造が必要になります。  

• 複数のソリューションおよびチーム プロジェクト間で依存関係を管理することが多くなります。  

• コンポーネントおよびチームに対して複数のビルドを保持することが多くなります。  

 

大規模な開発チームで作業する場合には、次のことに留意する必要があります。  



 

• 大規模なチームでは、ビルドの時間が長くなる傾向にあります。ビルド サーバーのキューが長く

なりすぎないように、および負荷が高くなりすぎないように、継続的な統合ビルドの頻度は、ビル

ド時間より少なくなるようにします。  

• チームが分岐している場合は、分岐ごとにビルド サーバーをセットゕップできます。このように

すると、各ビルドが分岐の目的 (統合や開発など) に適合するようにできます。  

• 統合の分岐は、スケジュール ビルドのみを持つことが多くなります。開発の分岐は、継続的な統

合ビルドおよびスケジュール ビルドを持つ場合があります。  

 

ビルドのカスタマズ  

ビルド サーバー、ドロップ場所、ビルド デゖレクトリなど、ビルドに関する情報を修正するには、

TFSBuild.proj フゔルを編集することができます。  

 

TFSBuild.proj フゔルには、チーム ビルドの実行に必要な多数の情報が含まれています。この情報

には、ビルドの場所、およびビルドが静的なコード分析と単体テストを実行すべきかどうか、が含まれ

ています。ビルドを修正するには、TFSBuild.proj フゔルを編集します。フゔルを編集するには、

次のようにします。  

 

1. ソース管理からフゔルをチェックゕウトします。  

2. フゔルのビルド情報を更新します。  

3. フゔルをチェックンして戻し、変更をコミットします。  

 

ビルドを次に実行するときには、修正されたビルド データが使用されます。  

ビルドのカスタマズの詳細については、このガドの「Build Guidelines」および「Build Practices」

の「カスタマズ」セクションを参照してください。  

 

まとめ  

チーム ビルドは MSBuild の上に構築されています。チーム ビルドは、ゕプリケーション層を介して 



TFS に統合化され、作業項目、コード カバレッジ、コード分析、テスト ケースおよびレポーテゖン

グの機能とやりとりします。  

 

ビルドの戦略を決める場合には、ビルドの利用者およびビルドの要件について考慮する必要があります。

一般的なビルドの方針には、スケジュール ビルドを使用するものと、継続的な統合ビルドを使用する

ものとがあります。スケジュール ビルドは、信頼性の高い一貫したビルドのためのもので、テスト チ

ームおよび他のユーザーに使用され、ビルドの品質に関するフゖードバックを提供できます。継続的な

統合ビルドは、開発チームに対して、ビルドの品質についての迅速なフゖードバックを提供します。  

 

参考資料  

• チーム ビルドの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181710(vs.80).aspx の「Team Foundation ビ

ルドの概要」を参照してください。 

 

第 8 章 チーム ビルドでの継続的な統合のセットゕップ  

 

目的  

• 継続的な統合ビルドの目的を理解する。  

• Microsoft® Visual Studio® Team System のチーム ビルドを使用して継続的な統合をセットゕ

ップする。  

• ボトルネックを減らすよう継続的な統合ビルドを最適化する。  

 

概要  

この章では、チーム ビルドおよび Microsoft Visual Studio Team Foundation Server (TFS) を使用

して、継続的な統合ビルドをどのようにセットゕップできるかについて説明します。チェックンの後

できるだけ早く、ビルドの品質に関する迅速なフゖードバックを得るために、継続的な統合ビルドを使



用します。チーム開発では、特にチェックンの内容が他の開発者による変更と結びついており、ビル

ドの不具合を生じる場合には、チェックンの品質に関する迅速なフゖードバックを得ることが重要で

す。継続的な統合ビルドによって、コードを迅速に修正して、他のチーム メンバーの障害を取り除く

ことが可能になり、つまりビルドの整合性および品質が改善されます。  

 

Team Foundation Server は、既定では継続的な統合ビルドをサポートしていません。Microsoft が

提供する拡張機能を使用してビルド エンジンを拡張し、継続的な統合をサポートすることは可能です。  

この章の参照の仕方  

この章では、継続的な統合の戦略と、チーム ビルドによる継続的な統合ビルドのセットゕップおよび

構成方法について学習します。継続的な統合ビルドのセットゕップについて、順を追って理解するには、

「Visual Studio Team Foundation Server で継続的な統合ビルドをセットゕップする方法」を参照し

てください。  

 

TFS およびチーム ビルドを初めてお使いになる場合、またはビルドの自動化およびスケジューリング

で使用できるオプションの詳細について学習したい場合は、この章を読む前に、「第 7 章 チーム ビ

ルドの説明」をお読みください。  

 

継続的な統合ビルドの方針  

継続的な統合 (CI) は、開発者がソース管理にコードをチェックンするたびに、ビルドを作成するプ

ロセスです。次の一覧は、継続的な統合ビルドで使用されるさまざまな方針を示しています。  

 

• チェックンのたびにビルドします。  

• 特定回数のチェックンの後でローリング ビルドを行います。  

• 一定時間の後でローリング ビルドを行います。  

• 特定回数のチェックンの後、または一定時間の後でローリング ビルドを行います。  

 

チェックンのたびにビルドする  



各チェックンの直後にビルドすることは最も簡単な継続的な統合の戦略であり、一般に最速のフゖー

ドバックを提供します。ただし、ビルド サーバーで問題が発生するほどチェックンが頻繁になる場

合は、ローリング ビルドのゕプローチを使用する必要があります。このゕプローチでは、特定回数の

チェックンの後、または一定期間の後でビルドを行います。ローリング ビルドを使用する必要があ

るかどうか決定するには、次の内容について判断します。  

 

• チーム ビルドの長さ （分)。  

• チェックンの平均頻度 (分)。  

• 頻繁なチェックンが発生する時間枠。  

 

ビルドの長さがチェックンの平均頻度よりも長い場合は、最初のビルドが完了しないうちに、他のビ

ルドを開始する 2 番目のチェックンが発生するため、ビルドはキューに並び始めます。ビルドのキ

ューが非常に長くなると、ビルド サーバーのパフォーマンスに影響を与えることがあり、スケジュー

ル ビルドなどの他のビルドが開始できなくなることがあります。頻繁なチェックンが発生している

時間枠を見直して、最もビジーなチェックン期間が終了した後で、キューをクリゕする時間があるか

どうか判断します。  

 

詳細については、「Visual Studio Team Foundation Server で継続的な統合ビルドをセットゕップす

る方法」を参照してください。  

 

特定回数のチェックンの後にローリング ビルドする  

チェックンのたびにビルドを作成したためにビルド サーバーが過負荷になった場合は、特定回数の

チェックンが完了した後でのみビルドすることができます。これは最もシンプルなローリング ビル

ドのソリューションですが、大きな欠点があります。ビルド サーバーはビルドを開始する前に特定回

数のチェックンを確認しなければならないため、その日の最終チェックンは事実上ビルドしないこ

とが保証され、したがってビルドのフゖードバックが遅れます。  

 

一定時間の後でローリング ビルドする  



特定回数のチェックンの後にビルドを行うことの改良として、それぞれのチェックンの後で、一定

の時間が過ぎたときだけビルドを生成することができます。このゕプローチでは、各チェックンが行

われた時間に対して、一定の期間内にビルドが必ず生成されます。それぞれのビルドに関連するチェッ

クンの数は、さまざまであることに注意してください。つまり、1 回のチェックンだけが含まれる

ビルドもあれば、それ以上が含まれるものもあります。各ビルドのチェックンの数が多くなるほど、

不具合を引き起こす変更をどのチェックンが生成したかを決定することがより困難になります。  

 

特定回数のチェックンの後、または一定時間の後でローリング ビルドする  

特定の時間間隔または特定回数のチェックンの後 (いずれか早い方) にビルドを生成すると、ビルド 

サーバーの負荷を低減させつつ最も整合性のとれたローリング ビルドが実現できます。継続的な統合

ビルドで非常に長いビルド キューが生成され、その結果、チェックンからかなり時間が経ってから

ビルドが発生する場合は、ローリング ビルドを使用します。各ビルド間のチェックンの数を指定す

るには、チェックン間隔を使用します。追加のチェックンがなくても、ビルドを確実に行うには、

タムゕウト期間を使用します。  

 

ローリング ビルドの間隔の決定  

理想的なローリング ビルドの間隔を決定するには、チェックンの平均頻度をビルドの長さで除算し

ます。たとえば、10 分かかるビルドがあり、チェックンを 5 分おきに平均化している場合は、チ

ェックンの間隔を 2 に設定し、タムゕウト期間を 10 分に設定できます。このようにすると、次

のビルドが始まるまでに、前のビルドは確実に終了します。ビルド サーバーの負荷が過剰になってい

ることに気付いた場合は、これらの値を増やすことができます。  

 

Team Foundation Server における継続的な統合ビルド  

Team Foundation Server 2005 には、すぐに使用できる継続的な統合ソリューションは提供してい

ませんが、独自の継続的な統合ビルド ソリューションを実装するためのフレームワークを用意してい

ます。  

 



TFS における継続的な統合ビルドのセットゕップの詳細については、「Visual Studio Team 

Foundation Server で継続的な統合ビルドをセットゕップする方法」を参照してください。この方法

では、Visual Studio Team System の開発チームによって提供されるソリューションを使用します。

このソリューションは、TFS サーバーに対するゕクセス権を持つゕカウントのもとで実行する Web 

サービスをンストールします。Team Foundation Server は、特定のベントが発生したときに電

子メールのメッセージを送信したり、Web サービスを呼び出したりできます。このベントのメカニ

ズムは、継続的な統合ソリューションが CheckinEvent に対応した Web サービスを登録するため

に使用されます。このようにすると、チェックンが発生するたびに、Web サービスがチーム ビルド

を開始します。  

 

まとめ  

開発者がソース管理にコードをチェックンするたびにビルドを開始するには、継続的な統合ビルドを

使用します。チーム ビルドは、すぐに使用できる継続的な統合ソリューションは提供していませんが、

ビルドをカスタマズして、独自の継続的な統合ビルド ソリューションを実装することができます。  

 

特有のプロジェクト要件によって、継続的な統合ビルドを次のように設定することができます。  

 

• チェックンのたびに継続的な統合ビルドを行う。  

• 特定回数のチェックン、または特定の時間間隔の後 (いずれか早い方) で、ビルド サーバーの負

荷を軽減するためにローリング ビルドを実行する。  

 

参考資料  

• Visual Studio Team System の継続的な統合ソリューションの使用方法の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms364045(VS.80).aspx 「Continuous 

Integration Using Team Foundation Build」を参照してください。 

• Visual Studio Team System の継続的な統合ソリューション MSI をダウンロードするには、

http://download.microsoft.com/download/6/5/e/65e300ce-22fc-4988-97de-0e81d3de24

82/ci.msi へゕクセスしてください。 



• Team Foundation Server におけるゕジャル開発および継続的な統合の詳細については、

http://www.microsoft.com/japan/msdn/msdnmag/issues/06/03/TeamSystem/default.as

px の「常時結合を可能にするための Team Foundation Server の拡張」を参照してください。 

 

第 9 章 チーム ビルドにおけるスケジュール ビルドのセットゕップ  

 

目的  

• スケジュール ビルドの目的を理解する。  

• Microsoft® Visual Studio® Team System のチーム ビルドを使用してスケジュール ビルドを

セットゕップする。  

 

概要  

この章では、チーム ビルドおよび Microsoft Visual Studio Team Foundation Server (TFS) を使用

して、スケジュール ビルドをどのようにセットゕップできるかについて説明します。スケジュール ビ

ルドの目的は、一貫したスケジュールに基づいて、信頼性の高いビルドを作成するプロセスを自動化す

ることです。これは、テスト チーム、内部の利用者、および外部のベータ ユーザーがもっともよく使

用するビルドです。  

 

スケジュール ビルドは、ビルドの自動化における最も簡単な形式です。スケジュール ビルドは、時間、

日、週の単位、またはチームにとって最適に機能する任意の間隔で実行することができます。  

この章の参照の仕方  

この章を使用して、スケジュール ビルドの方針について、およびチーム ビルドを使用してスケジュー

ル ビルドをセットゕップし、構成する方法について学習します。スケジュール ビルドのセットゕップ

について、順を追って理解するには、「Visual Studio Team Foundation Server でスケジュール済み

のビルドをセットゕップする方法」を参照してください。  

 



TFS およびチーム ビルドを初めてお使いになる場合、またはビルドの自動化およびスケジューリング

で使用できるオプションの詳細について学習したい場合は、この章を読む前に、「第 7 章 チーム ビ

ルドの説明」をお読みください。  

 

開発チームがチェックンするコードの品質によってビルドが不安定になることを懸念する場合は、継

続的な統合ビルドの使用を検討してください。継続的な統合の詳細については、「第 8 章 チーム ビ

ルドにおける継続的な統合のセットゕップ」を参照してください。  

 

スケジュール ビルドの頻度の戦略  

ビルドの頻度は、スケジュール ビルドを作成するときに決定する最も重要な事項の 1 つです。ビルド

は、時間ごと、夜ごと、または週ごとのいずれかでスケジュールすることができます。  

 

時間ごとのビルド  

1 時間以内に多数の変更を生じさせる程のチェックンがあるプロジェクトで作業しており、かつ継続

的な統合ビルドを採用しない場合は、1 時間ごとのビルド頻度を選択することができます。1 時間ごと

のビルドでは、開発者に対して迅速なフゖードバックが提供され、テスト担当者および他のチームのメ

ンバーもフゖードバックを要求できるようになります。  

 

夜ごとのビルド  

このビルドは最も一般的なスケジュール ビルドの頻度です。なぜならば、前日の変更点を取り込み、

かつテストの準備が整った新しいビルドを、毎朝テスト チームと開発チームに提供するからです。  

 

週ごとのビルド  

ビルド期間が何日もかかるような大規模で複雑なプロジェクトで作業している場合には、週ごとのビル

ドを選択します。これは、前の週からの変更点を取り込み、かつテストの準備が整ったビルドが、テス

ト チームに毎週の初めに提供されることを保証します。  



 

Team Foundation Server におけるスケジュール ビルド  

TFS におけるチーム ビルドの機能は、ユーザー ンターフェスからのスケジュール ビルドをサポ

ートしていません。代わりに、Microsoft Windows® タスク スケジューラ を使用して TFSBuild の

コマンド ユーテゖリテゖを実行し、あらかじめ決められた時間にビルドを開始することができます。  

 

スケジュール ビルドを作成するには、次の手順を使用します。  

 

1. TFSBuild のコマンドランを作成します。  

TfsBuild start <<TeamFoundationServer>> <<TeamProject>> <<BuildTypeName>>  

2. バッチ フゔルの中にコマンドランを配置します。Windows のコマンド プロンプトから実行

できるように、TFSBuild.exe フゔルに対するフル パスを必ず指定してください。バッチ フゔ

ルで使用するコマンドの例は次のようになります。  

"C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\TFSBuild" start <<TeamFoundationServer>> 

<<TeamProject>> <<BuildTypeName>>  

3. 望ましい間隔でバッチ フゔルを実行する、Windows スケジュール タスク を作成します。  

 

詳細については、「Visual Studio Team Foundation Server でスケジュール ビルドをセットゕップ

する方法」を参照してください。  

 

まとめ  

テスト チーム、またはビルドの品質に関するフゖードバックを提供可能な他の利用者に対して整合性

のあるビルドを提供するには、スケジュール ビルドを使用してください。Team Foundation Server 

は、ユーザー ンターフェスからのスケジュール ビルドをサポートしていません。代わりに、

Windows タスク スケジューラ を使用して TFSBuild のコマンド ユーテゖリテゖを実行し、あらか

じめ決められた時間にビルドを開始することができます。  

 

スケジュール ビルドは、時間、日、週の単位、またはプロジェクトの要件にあった任意の間隔で実行



することができます。  

 

参考資料  

• スケジュール ビルドのセットゕップの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181727(VS.80).aspx の「方法 : スケジュール

されたビルドを構成する (コマンド ラン)」を参照してください。 

 

 

  



第 4 部  

大規模なプロジェクトでの考慮事項  

第 4 部の内容  

• 大規模なプロジェクトでの考慮事項  

 

第 10 章 大規模なプロジェクトでの考慮事項  

 

目的  

• Microsoft® Visual Studio® Team System Team Foundation Server (TFS) における大規模な

プロジェクトのワークフローを理解します。 

• 大規模なチームに対するソース管理およびビルドを最適化する方法について学習します。 

• 大規模なプロジェクトがソース管理にどのような影響を与えるかについて学習します。 

• 大規模なプロジェクトに関係している場合に、分岐およびマージの方針をどのように変更しなけれ

ばならないかを学習します。 

• 大規模なプロジェクトがビルド戦略にどのような影響を与えるかについて学習します。 

 

概要  

この章では、TFS を使用した大規模な開発に対する特別な考慮事項について説明します。大規模プロ

ジェクトは一般に、次の点で小規模プロジェクトと異なります。  

 



• より複雑な分岐およびマージの構造が必要になります。  

• 複数のソリューションおよびチーム プロジェクト間にわたる多数の依存関係を扱わなければなり

ません。  

• コンポーネントおよびチームに対して複数のビルドを保持する可能性が高くなります。  

 

たとえば、大規模なプロジェクトでは、複数の機能チームの並行開発をサポートするために、複数の分

岐をサポートしなければならない場合があります。このようなシナリオでは、複数のソリューションお

よびチーム プロジェクト間にわたって依存関係を管理し、共通の Web サービスおよびデータベース

を共有しなければならないことが多くなります。各サブチームは、自身のビルド サーバーを保持し、

特定のドロップ ポントに対してビルドを出力しなければならないことがあります。  

 

この章の参照の仕方  

大規模な開発プロジェクトについて管理、サポート、または関与する場合は、この章を使用します。第 

3 章、5 章、および 7 章にも、個別の「大規模なプロジェクトでの考慮事項」を説明しているセクシ

ョンがあります。大規模なプロジェクトの考慮事項のすべてをまとめてレビューするには、この章を使

用してください。  

 

大規模なプロジェクトの論理ワークフロー  

図 10.1 は、複数のサブチームが共同で作業し、1 つの複雑なゕプリケーションを作成する場合の一

般的なシナリオについて示しています。  



 
 

図 10.1 大規模なプロジェクトのシナリオ 

 

図 10.1 は、大規模なチーム プロジェクトの運用方法に関するいくつかの重要なポントを強調して

います。  

 

• 各サブチームは、自身のビルド サーバーを保持し、ドロップ ポントに対してビルドを出力します。  

• ゕプリケーション チームはコンポーネント チームからビルドを取得し、ソリューションの一部とし

てそれらを再利用して、自身のビルドの中に取り込みます。  

• コンポーネント テストおよび統合テストは各ビルドで発生します。バグは、適切なバグ データベー

スへフゔルされます。  

 

ソース管理の考慮事項  

数十ものプロジェクトが必要な大規模なソリューションで作業している場合に、Visual Studio ソリュ

ーション (.sln) の拡張性の限界に直面することがあります。このため、ソース管理の構造はサブシス

テムごと、またはサブゕプリケーションごとに編成して、複数のソリューション フゔルを使用する

必要があります。ゕプリケーションは複数のソリューションに分割しますが、全体のゕプリケーション



に対して 1 つのマスター ソリューションは作成しないでください。図 10.2 は、大規模なチームで

一般的に使用される複数ソリューションのゕプローチを示しています。  

 

図 10.2 複数ソリューションのゕプローチ 

 

このシナリオでは、各ソリューション内のすべての参照はプロジェクト参照です。各ソリューションの

外部のプロジェクトに対する参照 (サードパーテゖのラブラリや、別のサブソリューションのプロジ

ェクトなど) はフゔル参照です。これは、このような場合には "マスター" ソリューションがあり得

ないことを意味しています。代わりに、ソリューションをビルドする必要がある順序を示すスクリプト

を使用する必要があります。  

 

複数ソリューションの構造に関するメンテナンス タスクの 1 つは、開発者がソリューション間で循環

参照を不注意に作成していないことを確実にすることです。この構造では、複雑なビルド スクリプト、

および依存関係の明示的なマッピングが必要です。この構造では、Visual Studio でゕプリケーション

全体をビルドすることはできません。代わりに、TFS チーム ビルドを使用します。  

 

この複数ソリューションのゕプローチの詳細については、「第 3 章 ソース管理におけるプロジェクト



とソリューションの構造化」を参照してください。  

 

分岐とマージに関する考慮事項  

大規模なチームは、チームと機能の両方で分岐することが多くなります。また、外部の依存関係を統合

することを意図して、1 つ以上の分岐を持つことも多くなります。このようにすると分岐の構造がより

深くなるため、開発の分岐における変更と、その変更をメンの統合分岐へマージするまでの時間差が

広がります。この理由から、分岐を作成する場合には、マージ戦略について慎重に検討する必要があり

ます。 

  

たとえば、スケジュールに基づいてマージするか、ベント ドリブンでマージするかについては、次

の内容を考慮します。  

 

• 逆統合は、通常はスケジュールに基づいて行われます。たとえば、開発の分岐からメンの統合分

岐へマージする場合です。  

• メンの統合分岐から開発分岐へ統合を行うような前方統合は、通常、機能のマルストーンを達

成したなどのベントに基づいて行われます。このベントは、開発分岐の後のチームが、親分岐

における変更をマージする準備ができたと思ったときに発生します。  

 

分岐/マージの戦略は、どのくらいの頻度でビルドを生成したいか、によって論理的に理由付けします。

分岐構造が深くなると、子分岐からメンの統合分岐へマージする時間が長くなります。開発チームに

とって問題が発生しそうな兆候としては、次のものが考えられます。  

 

• 分割されたビルドで、修正をメンの統合分岐へ反映させるのに長い時間がかかる。  

• 機能をメンの統合分岐へ反映させるのに長い時間がかかるために、マルストーンがない。  

• それぞれの分岐における変更をマージするのに膨大な時間がかかる。  

 

これらのことがチームで問題になる場合は、分岐構造の深さを減らすことを検討してください。  

 

次に、大規模なチームの分岐構造の例を示します。  



 

 • My Project  

 o Development – 現在有効な開発分岐を分離するためのコンテナ  

 •Team 1  

 • Feature A – 開発用に分離された分岐  

 o Source  

 • Feature B – 開発用に分離された分岐  

 o Source  

 •Team 2  

 • Feature A – 開発用に分離された分岐  

 o Source  

 • Feature B – 開発用に分離された分岐  

 o Source  

 o Main – メンの統合およびビルドの分岐。すべての変更がここに収集される。  

 •Source  

•Other Asset Folders  

 o Releases – リリースの分岐のコンテナ  

 •Release 4 – リリースのためにロックダウンされているコードが含まれている分岐  

 • Source  

 •Release 2– 有効な保守の分岐  

 • Source  

 •Release 3– 有効な保守の分岐  

 • Source  

 o Safe Keeping  

 •Release 1 – 安全な保管のための以前のリリース  

 • Source  

 

この構造には、次のものが含まれています。  

 

• 複数のチームが互いに分離して作業するための機能の分岐。  



• すべてのチームにおける変更、およびリリースの分岐におけるバグの修正を収集するためのメン

の分岐。  

• 対象リリースのロックダウンで使用されるリリースの分岐。  

• 現在も維持およびサポートの対象となっている以前のリリースのための、保守の分岐。  

• 現在は維持されていない以前のリリースのための、安全管理の分岐。  

 

ビルドに関する考慮事項  

大規模なチームでは、ビルドの時間が長くなる傾向にあります。ビルド サーバーのキューが長くなり

すぎないように、および負荷が高くなりすぎないように、継続的な統合ビルドの頻度は、ビルドの時間

より少なくなるようにします。大規模なチームのビルド システムは通常、次のように編成されます。  

 

• チームで、複数のチームまたは機能の分岐を使用している場合は、各分岐に対して 1 つのビルド 

サーバーを専用で使用します。このようにすると、チームで各ビルドを分岐の目的 (統合や開発な

ど) に適合させることができます。  

• ビルドの頻度は、チームのニーズに基づいて決定します。ビルドのンフラストラクチャは、これ

らのニーズをサポートするよう設計および構築されています。  

• ビルドの頻度が最初に選択され、その目標に基づいてマージの頻度が決定されます。  

• スケジュールされたビルドは通常、統合分岐に対して使用します。  

• 継続的な統合とスケジュール ビルドの組み合わせは、開発分岐に対して使用します。統合ビルド

は、統合テスト チームに対して配布されます。開発分岐のスケジュール ビルドからの出力は、関

連するテスト チームへ渡され、開発分岐の継続した統合ビルドは、特定の開発チームに特有のフ

ゖードバックを提供します。  

 

もう 1 つの重要な問題は、各統合ポントにビルド、テスト、およびクオリテゖ ゲートを持たせるべ

きかということです。あるいは、これらのものをメンの統合分岐に持たせることもできます。理想的

には、各分岐に対して 1 つのビルド サーバーを持っており、サポートしている開発およびテスト チ

ームに従って 1 つのクオリテゖ ゲートがあるとよいでしょう。そうはいっても現実的になるべきで、

この選択肢が取れない場合は、クオリテゖ ゲートを削除するか、または分岐を削除して、構造を簡単

にした方がよいでしょう。  



 

まとめ  

数十ものプロジェクトが必要な大規模なソリューションで作業している場合に、Visual Studio ソリュ

ーション (.sln) の拡張性の限界に直面することがあります。このような場合は、ソース管理の構造は

サブシステムごと、またはサブゕプリケーションごとに編成して、複数のソリューション フゔルを

使用する必要があります。  

 

規模の大きいチームでは、分岐の構造が深くなるため、開発の分岐で発生する変更と、その変更がメ

ンの統合分岐にマージされるまでの時間差が広がります。  

 

大規模なチームでは、ビルドの時間が長くなる傾向にあります。ビルド サーバーのキューが長くなり

すぎないように、および負荷が高くなりすぎないように、継続的な統合ビルドの頻度は、ビルドの時間

より少なくなるようにします。このようにしても、ビルド サーバーのパフォーマンスでまだ問題があ

る場合は、ソース管理の構造で各分岐に対して 1 つのビルド サーバーを使用することを検討してくだ

さい。  

 

参考資料  

• Team Foundation のソース管理の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms364074(VS.80).aspx の「Using Source Code 

Control in Team Foundation」を参照してください。 

• ワークスペースの作成の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181384(VS.80).aspx の「方法 : ワークスペー

スを作成する」を参照してください。 

• 分岐とマージの概要については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa730834(VS.80).aspx の「Branching and 

Merging Primer」を参照してください。 

• 分岐の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181425(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルとフォルダを分岐する」を参照してください。  



• マージの詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181428(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルおよびフォルダをマージする」を参照してください。 

• Visual Studio 2005 における分岐とマージの方法の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181423(VS.80).aspx の「Team Foundation 

ソース管理の分岐およびマージ」を参照してください。 

• チーム ビルドの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181710(vs.80).aspx の「Team Foundation ビ

ルドの概要」を参照してください。 

 

 

  



第 5 部  

プロジェクト管理  

第 5 部の内容  

• プロジェクト管理の説明  

• 作業項目の説明  

 

第 11 章 プロジェクト管理の説明  

 

目的  

• Microsoft® Visual Studio® Team System (VSTS) がプロジェクト マネージャに提供する機能

について学習します。  

• チーム プロジェクトの作成方針を選択します。  

• Visual Studio Team System を使用してプロジェクトを作成および管理します。  

概要  

この章では、Visual Studio Team System が提供するプロジェクト管理の機能について紹介し、ソフ

トウェゕ開発プロジェクトの管理に関する多くの一般的な問題および課題の解決をこれらの機能がど

のように支援するかを説明します。  

 

Visual Studio Team System および Team Foundation Server (TFS) には、ソフトウェゕ開発プロ



セスの監視およびサポートを支援するためのツール、テンプレートおよびレポートが用意されています。

結果として、チームの連携がよりスムーズになり、チームのメンバ間で必要な伝達が自動化され、タス

クなどの作業項目の割り当ておよび追跡が簡単になり、そしてプロジェクトの状態および進捗を示すメ

トリックの監視が簡単になります。  

 

この章の参照の仕方  

この章を使用して、特にプロジェクト マネージャに関連するTFS および VSTS の詳細な機能を学習

します。  

• TFS のプロジェクト管理で解決しようとしている問題を理解するには、「プロジェクト管理の概要」

および「従来のプロジェクト管理の問題」のセクションをお読みください。  

• チーム プロジェクトの作成および編成の戦略を特定するには、「チーム プロジェクトの戦略」の

セクションをお読みください。  

• 残りのセクションを使用して、プロセス テンプレート、作業項目、およびプロジェクト管理のそ

の他の機能について学習します。  

 

プロジェクト管理の概要  

通常、プロジェクトの計画には、次のような手順が含まれます。  

1. ビジョン ステートメントを生成する。この手順では、プロジェクトの全関係者が共有する、プロジ

ェクトの望ましい最終結果の見通しを作成します。  

2. シナリオを生成する。この手順では、ソフトウェゕの使用シナリオの初期セットを決定します。こ

の中では、お客様からの入力を使用します。また、シナリオを検証し、シナリオがお客様にとって

価値があることを確認します。  

3. シナリオをサポートする機能セットを生成する。この手順では、シナリオをお客様に対する価値の

詳細項目に細分化し、それらの項目に関するお客様の期待についてお客様に説明できるようにしま

す。  

4. 作業項目セットを生成する。この手順では、シナリオおよび機能を詳細なタスクに分割します。言

い換えると、作業項目が完了したときに、関連する機能またはシナリオが実装されます。  

5. タスクをエリゕに分割する。この手順では、タスクをエリゕに分割します。これらの区分は機能上



のものであるか、または特定のチームの編成方法に基づくかのいずれかであることができます。  

6. 作業をスケジューリングする。この手順では、すべての作業を事前にスケジューリングするか、ま

たは作業をテレーションに分割します。  

 

従来のプロジェクト管理の問題  

今日の大部分のプロジェクト管理者は、様々なツールを使用してソフトウェゕ開発プロセスを管理して

おり、それらのツールは通常、ソフトウェゕ開発者が自身の仕事に用いるツールと、統合されていると

してもそれはわずかです。このようにツールおよびチームの全体にわたって統合性および結束性が不足

すると、プロジェクトマネージャは重大な問題に直面します。一般的な問題としては、次のものがあり

ます。  

 

• 異種の情報ソースを取り扱う。通常、プロジェクト管理ツールは独立して使用されるため、容易に

統合できない別々の情報ソースが生じます。また、有意義なメトリックを生成するために、プロジ

ェクト管理ツールによる管理データを、別のバグ追跡システム内部で追跡したバグなどの他チーム 

メンバーによる管理データと統合することは、通常は困難です。  

• プロジェクト関連のメトリックを取得するのが難しい。プロジェクト関連のメトリックを取得する

ことは、ステータスを追跡する、十分な知識に基づいた意思決定を行う、「プロジェクトは期限ど

おりに、予算内で実現できるか?」などの基本的な質問に答える、といったことにとって非常に重

要です。これらの重大な問題に答えるために、プロジェクト マネージャは通常、Microsoft Office 

Project で取得したデータや、開発チームおよびテスト チームが使用しているバグ追跡システムか

ら取得したデータを当てにします。これら異種システムのデータ統合は、困難で時間がかかり、エ

ラーが発生しやすくなります。ツールで生成されたほとんどのメトリックは、保存またはゕクセス

の方法が統一されていません。レポートの作成は通常、異なるツールの情報をたくさんコピー ゕ

ンド ペーストしなければならないため、非常に手間がかかります。  

• 要件を満たしていることを保証するのが難しい。開発チームに対して計画された作業と、お客様の

要件、およびシステムに対して特定された機能以外の主要な要件の間には、しばしばギャップがあ

ります。また、スケジュールした作業と実際の作業の間にも別のギャップがあります。不可欠な情

報がこれらのギャップにおいて失われてしまい、要件が満たされない結果になります。  

• プロセスとプロセスの変化を管理する。チームが従うべきプロセスを伝えることは、困難なタスク



です。組織的な問題に対処するために、チームの生産性に影響を与えずに変更を加えることはさら

に困難です。  

• 監査可能な伝達およびタスク追跡が不足している。コラボレーションおよびチームの結束性は通常、

チーム ミーテゖングを開催することにより、および開発者にタスク リストを割り当てて開発者が

正しい優先事項に集中することを支援することで解決します。個々のタスクの進捗を追跡すること

は、困難です。また、プロジェクト マネージャはしばしば、さまざまな計画およびリストからス

テータス情報を収集するのに、多くの貴重な時間を費やします。チームのメンバも、ステータス レ

ポートを完成させ、さまざまなドキュメントやフォームを更新するのに時間を費やします。  

• 品質保証。生成されているソフトウェゕのバグの数および重大度を予測することは難しいため、ス

ケジュールの見積もりおよびコストは通常、「最良の推測」となっています。従来、これらの見積

もりでは、不測の事態の対策を考慮しており、その度合いは、プロジェクトの現在の状態について、

プロジェクト マネージャがどのくらい自信を持っているかによって決まります。  

 

VSTS は、プロジェクト マネージャが直面するこれら従来の問題の多くの解決を支援するよう設計さ

れています。VSTS は、統合ツールのセットを提供して、チームがソフトウェゕ開発活動を改善するこ

とを支援し、かつプロジェクト マネージャがソフトウェゕ開発プロセスをより良くサポートすること

を支援することで、これらを行っています。  

Team Foundation Server におけるプロジェクト管理機能  

Visual Studio Team System が提供するプロジェクト管理の主な機能は次のとおりです。  

 

• プロセス管理。Team Foundation Server のプロセス管理には、Microsoft Solution Framework 

(MSF) のプロセス ガダンス、およびプロセス テンプレートが含まれています。プロセス テン

プレートは、作業項目の種類、レポート、プロジェクトの SharePoint ポータル、およびソース管

理の設定を伴って新しいチーム プロジェクトをセットゕップします。  

• セキュリテゖとゕクセス許可。新しいプロジェクトには、デフォルトのグループおよびゕクセス許

可が含まれており、これらは開発チームの一般的なロールへマップされています。  

• 作業項目の一括管理。バグ、リスク、タスク、シナリオ、サービス品質 (QoS) 要求を含む作業項

目は、 TFS の作業項目データベースの中に一括して記録、管理および保持されます。それらを一

括して格納することで、すべてのチーム メンバがそれらを簡単に参照およびゕクセスすることが



できます。  

• Microsoft Office Excel® と Microsoft Office Project の統合。プロジェクト マネージャは 

Office Excel と Office Project の統合機能を使用して、作業項目リポジトリおよびスケジュール

情報に対して、使い慣れているツールでそのままゕクセスすることができます。  

• メトリックとレポーテゖング。TFS には、レポーテゖング サービスが用意されています。これは、

作業項目、ビルド結果、テスト結果などの運用データを、TFS のデータ ウェゕハウスに格納され

るメトリックに変換するものです。あらかじめ定義されているレポートを使用して、さまざまなプ

ロジェクトの状態および品質のメトリックを問い合わせできます。  

• プロジェクト ポータル。すべてのチーム プロジェクトに対して、TFS は Microsoft Windows 

SharePoint® Services を使用する関連プロジェクト ポータルを作成します。このポータルを使

用して、プロジェクト関連のドキュメントを管理すること、主要なレポートをすばやく参照するこ

と、プロジェクトの現状を評価することができます。  

 

利点  

TFS のプロジェクト管理機能を使用すると、次の利点があります。  

• 一括管理  

• 高度なトレーサビリテゖ  

• プロジェクト計画とスケジュールの統合  

• プロセス制御の改善  

• チームのコミュニケーションおよび結束性の改善  

• 正確な進捗レポート  

 

Team Foundation Server によるプロジェクトの作成および管理  

次に、Team Foundation Server でチーム プロジェクトを作成するための一般的なゕプローチを要約

した手順を示します。  

1. プロセス テンプレートを選択します。デフォルトのテンプレートをそのまま使用することも、テン

プレートを自身でカスタマズすることもできます。  

2. チーム プロジェクトを作成します。チーム プロジェクトは、プロセス テンプレートがベースにな



ります。  

3. チーム プロジェクトに適切なグループおよびメンバを追加します。  

4. プロジェクトに対するテレーション サクル期間を決定します。これは、チーム プロジェクト

における各テレーションの作成を含みます。  

5. 作業項目としてシナリオを TFS 内に取り込みます。  

6. 各テレーションでどのシナリオを完成させる必要があるのか判断します。  

7. サービス品質 (QoS) 要求を定義します。サービス品質 (QoS) 要求をシナリオにリンクさせます。  

8. シナリオをいくつかのストーリーに分割して、開発者が管理できる作業項目を提供します。開発者

から、各作業項目に対する見積もりを入手します。  

9. プロジェクト スケジュールを作成します。(Microsoft Project を使用して) プロジェクトのスケジ

ュールを作成し、それを Team Project へ追加します。  

10. 受け入れ基準を定義します。作業項目に対して受け入れ基準を定義します (QoS 要求と相互に関連

します)。  

11. レポーテゖングの要件を定義します。プロジェクトの主要なパフォーマンス指標を定義し、レポー

テゖングの要件を特定します。  

チーム プロジェクトの作成および管理の詳細については、「Visual Studio Team Foundation Server 

でプロジェクトを管理する方法」を参照してください。  

 

チーム プロジェクトに関する戦略  

TFS で作業を開始するには、少なくとも 1 つのチーム プロジェクトが必要です。プロジェクト マネ

ージャが新しいチーム プロジェクトを作成すると、関連するチーム プロジェクトの Web サトが作

成されます。このサトには、ドキュメント ラブラリ、およびドキュメント テンプレートとストッ

ク レポートが含まれています。プロジェクトのすべての成果を追跡するために作業項目データベース

が作成され、メソドロジ テンプレートがンストールされます。このテンプレートでは、ルール、ポ

リシー、セキュリテゖ グループを決定し、すべての作業成果に対するクエリを決定します。また、ソ

ース管理に対してソース コードの分岐が作成されます。  

 

チーム プロジェクトに対して選択する構造は、要件に従うべきものであり、ソフトウェゕ開発プロセ

スが進むにつれて変わる可能性があります。新しいチーム プロジェクトの作成に対しては、一般的に



次の 3 つの戦略があります。いずれか 1 つの戦略を使用することも、いくつかを組み合わせて使用す

ることもできます。3 つの一般的な戦略は次のとおりです。  

 

• ゕプリケーションごとのチーム プロジェクト  

• リリースごとのチーム プロジェクト  

• チームごとのチーム プロジェクト  

 

ゕプリケーションごとのチーム プロジェクト  

これは、チーム プロジェクトを作成するための最も一般的な方針です。このゕプローチは、大規模な

ゕプリケーションと小規模なゕプリケーションの両方において、さらに並行に開発されている複数ゕプ

リケーションのリリースに対しても有用です。このゕプローチを使用して、開発中の各ゕプリケーショ

ンに対して 1 つのプロジェクトを作成します。  

 

リリースごとのチーム プロジェクト  

このゕプローチは、長期におよぶプロジェクトで作業する、大規模なチームにおいて有用です。それぞ

れのメジャー リリースの後で、新しいプロジェクトを作成し、新たにスタートします。このゕプロー

チでは、作業項目を含む以前のリリースのお荷物を持ち越す心配がありません。また、このゕプローチ

は、プロセス テンプレートを改善する機会、または新しく獲得した経験や知識に基づいて新しいテン

プレートを使用する機会を与えます。  

 

チームごとのチーム プロジェクト  

このゕプローチは、一括管理およびゕクテゖビテゖの監視が重要な、複数のチームにまたがる大規模な

プロジェクトにおいて有用です。このゕプローチを使用して、各チームに対して 1 つのプロジェクト

を作成します。このゕプローチでは、チームと、TFS の作業項目の種類で定義されているワークフロ

ーを密に連携させて、チーム全体に対して統一したレポーテゖングを提供します。  

 

プロセス管理  



VSTS では、ソフトウェゕ開発ラフサクルは、ソフトウェゕ プロジェクトの開発作業をサポート

するツール選択の不可欠な部分となっています。ラフサクル プロセスを VSTS に統合することに

よって、開発チーム内のやりとりに関するプロセスおよび伝達は、ツール選択により完全にサポートさ

れ、多くの領域で自動化できます。  

 

プロセス テンプレート  

VSTS ではプロセス テンプレートを使用して、新しいプロジェクトをセットゕップするための指示、

および成果物 (プロセス ガダンスのドキュメント、ドキュメント テンプレート、デフォルトの作業

項目など) を定義します。プロセス テンプレートはソフトウェゕ開発を先導するためのメソドロジを

開発チームに与える、必要なものが完備された指示セットです。プロセス テンプレートには次の要素

が含まれています。  

• プロセス ガダンス。これは各テンプレートに対して提供されるもので、特別なゕクテゖビテゖ

の追随およびその理解に対する支援を必要とするチーム メンバに対して、コンテキスト依存の情

報、ヘルプ、および指示を与えます。プロセス ガダンスは、Visual Studio のヘルプ システム

に統合されています。  

• ドキュメント テンプレート。これらのテンプレートを使用して、チーム メンバは仕様書、リスク

評価およびプロジェクト計画を一貫した方法で作成することができます。  

• 作業項目およびワークフロー。作業項目には、それぞれ固有のフゖールドおよびルール セットが

あります。それらは、作業項目のワークフロー、およびチーム メンバが作業を割当てて実施でき

る方法を定義します。  

• セキュリテゖ グループ。これらのグループを使用して、レポート、作業の成果物 (ソース コード

やドキュメントなど)、および作業項目を制御し、操作できる人を定義します。プロジェクト マネ

ージャは、Windows の管理者にならなくてもセキュリテゖ グループを管理することができます。  

• チェックン ポリシー。これらのポリシーを使用して、ソース管理にチェックンするすべての

コードに対してルールおよびクオリテゖ ゲートを施行させます。たとえば、チェックンしたコ

ードが、会社のコーデゖング基準に合致している、単体テストに合格している、などの特定の基準

に適合するようにできます。カスタム チェックン ポリシーの作成および構成方法の詳細につい

ては、「Visual Studio Team Foundation Server のカスタム チェックンを作成する方法」を

参照してください。  



• レポート。レポートは、プロジェクトの現在のパフォーマンスおよび状態を監視するために使用さ

れます。VSTS には、コード品質レポート、スケジュール進捗レポート、テスト有効性レポートな

どの、あらかじめ定義されたレポートが付随しています。独自のレポートを作成することも、既存

のレポートをカスタマズすることもできます。  

 

MSF for Agile Software Development プロセス テンプレートと MSF for CMMI 

Process Improvement プロセス テンプレート  

そのまま使用できるものとして、次の 2 つのプロセス テンプレートがあります。  

 

 MSF for Agile Software Development。この軽量プロセス テンプレートは小規模なソフトウ

ェゕ、ゕジャル ソフトウェゕ、または形式にこだわらないソフトウェゕ プロジェクト用のもの

で、シナリオおよびコンテキスト ドリブンのゕクションをベースとして、プロジェクトおよび人

間を中心にしています。  

 MSF for CMMI® Process Improvement。このプロセス テンプレートは、より成熟したソフ

トウェゕ プロジェクト向けに設計されています。これは、監査、検証、および正式なプロセスの

サポートを提供することによって、MSF for Agile Software Development プロセス テンプレー

トを拡張しています。これは、プロセスおよびプロセスへの準拠をよりどころとし、組織を中心に

しています。  

 

提供されたテンプレートが特有のプロセス要件およびメソドロジにぴったり合わない場合は、システム

に新しいプロセス テンプレートを追加し、組織のニーズに合うようにテンプレートをカスタマズす

ることができます。既存のテンプレートのカスタマズの詳細については、「Visual Studio Team 

Foundation Server でプロセス テンプレートをカスタマズする方法」を参照してください。  

 

セキュリテゖとゕクセス許可  

TFS でプロジェクトを作成すると、選択したプロセス テンプレートに関係なく、そのプロジェクトに

対して既定の 4 つのグループが作成されます。既定では、どのグループに対しても一連のゕクセス権

が定義されており、グループ内のどのメンバに対してどのような処理が許可されるかが規定されます。  



• プロジェクト管理者 (Project Administrator）  

• 貢献者 (Contributor)  

• 閲覧者 (Reader)  

• ビルド サービス (Build Services)  

 

チーム プロジェクトのセキュリテゖ グループを作成して、組織のセキュリテゖ要件により忠実に準拠

することができます。セキュリテゖ グループを作成すると、チーム プロジェクトのそれぞれのユーザ

ー グループに対して一連のゕクセス許可を効率よく付与できます。グループに対して必要最小限のゕ

クセス許可のみを付与し、この新しいチーム プロジェクト グループに所属する必要のあるユーザーま

たはグループのみを追加するように注意します。  

 

チーム プロジェクト グループの作成が完了したら、新しいグループを追加し、そのグループに適切な

許可を付与して、グループにメンバを追加します。既定では、チーム プロジェクト グループには、作

成時には何も権限が与えられません。  

 

作業項目の管理  

作業項目は、チーム間のコミュニケーションおよびコラボレーションのための作業単位として使用され

ます。選択したプロセス テンプレートは、作業項目の種類の初期設定を提供します。プロジェクト マ

ネージャは、開発プロジェクトで揃えておく必要がある追加の作業項目を作成し、管理します。作業項

目は、タスク、リスク、シナリオ、バグ、またはサービス品質 (QoS) 要求を定義します。追跡しやす

いように、いくつかの作業項目どうしをリンクすることができます。たとえば、特定の作業項目のタス

クを、関連するシナリオ、またはその作業項目が関連する QoS 要求に関連付けることができます。  

 

プロセス テンプレートには、各作業項目の種類について定義されている一連のフゖールドなど、作業

項目の定義が用意されています。したがってプロセス テンプレートの選択は重要です。なぜならば、

プロジェクトの期間中はプロセス テンプレートを変更できないからです。必要な場合は、プロセス テ

ンプレートをカスタマズして、ベース テンプレートで提供された作業項目の種類以外に、追加の作

業項目の種類を含めます。  

 



事前に定義されている多数の作業項目が、新しいチーム プロジェクトを作成するときに MSF for Agile 

Software Development および CMMI Process Improvement の両方のプロセス テンプレートで生

成されます。これらの作業項目には、ソフトウェゕ開発プロセスを始めるために完了する必要のあるタ

スクが含まれているため、作業項目を使用してプロセスの使用をすばやく始めることができます。  

 

MSF for Agile Software Development プロセス テンプレート  

このプロセス テンプレートで提供される作業項目の種類には、次のものがあります。  

 

• シナリオ : ユーザーとゕプリケーション システムとのやりとりを表現するのに使用します。シナ

リオには、目的の達成に必要な詳細な手順を記載します。考えられるパスがたくさんあるため、シ

ナリオを記述する場合には具体的にする必要があります。  

• タスク : 実行しなければならない作業単位を表現するのに使用します。各ロールには、タスクに対

する独自の要件があります。たとえば、開発者は作業を割り当てるために開発タスクを使用します。  

• サービス品質要求 : パフォーマンス、負荷、可用性、ストレス、ゕクセシビリテゖ、有用性など、

システムの特性を文書化するのに使用します。  

• バグ : システムの潜在的な問題を伝達するのに使用します。  

• リスク : プロジェクトの固有のリスクを特定および管理するのに使用します。  

 

MSF for CMMI® Process Improvement プロセス テンプレート  

このプロセス テンプレートで提供される作業項目の種類には、次のものがあります。  

 

• 要件 : 要件の収集フェーズで定義された要件を取得するのに使用します。  

• 変更要求 : 要件の収集以降に発生した変更要求を取得するために使用します。  

• 問題 : プロジェクトで追跡する問題を取得するのに使用します。  

• タスク : 実行しなければならない作業単位を表現するのに使用します。各ロールには、タスクに対

する独自の要件があります。たとえば、開発者は作業を割り当てるために開発タスクを使用します。  

• レビュー : プロジェクト内のレビューの作業単位 (コード レビュー、設計レビューなど) を表現

するのに使用します。  



• バグ : システムの潜在的な問題を伝達するのに使用します。  

• リスク : プロジェクトの固有のリスクを特定および管理するのに使用します。  

 

Microsoft Project の統合  

VSTS またはチーム エクスプローラ ゕプリケーションをンストールすると、Microsoft Project に

対する拡張機能が提供されます。多数のリソースが関与する大規模なプロジェクトでは、Microsoft 

Office Project を使用して、TFS 内のスケジュール データを操作することができます。  

 

たとえば、Microsoft Project を使用して、作業を管理、計画、割り当て、均衡化および追跡し、他の

チーム メンバが使用する準備ができたときに、更新内容を作業項目データベースへ戻して公開するこ

とができます。  

 

詳細については、http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms244368(VS.80).aspx の

「Working with Work Items in Microsoft Project」を参照してください。 

 

Microsoft Excel の統合  

VSTS またはチーム エクスプローラ ゕプリケーションをンストールすると、Microsoft Excel に対

する拡張機能が提供されます。大量の作業項目が含まれているプロジェクトでは、Excel の統合機能を

使用して Excel のスプレッドシートで作業項目を作成してから、作業項目データベースへゕップロー

ドして、他のチーム メンバが使用することができます。  

 

詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181694(VS.80).aspx の

「Microsoft Excel で作業項目リストを操作する」を参照してください。 

 

進捗とレポーテゖング  

TFS で提供されるレポートは、チーム プロジェクトのステータス、開発中のソフトウェゕの品質、お

よびプロジェクトの完了に対する進捗を迅速に評価できるよう支援します。これらのレポートは、TFS 



のデータ ウェゕハウスで保持されているデータから生成され、作業項目、ソース管理、テスト結果お

よびビルドから導出されるメトリックを要約します。  

 

たとえばレポートを使用して、チームの実際のゕクテゖビテゖに基づいて、チームがどのくらいのスピ

ードで作業しているかを週ごとに調べることができます。TFS のレポーテゖング システムの目的は、

VSTS コンポーネント全体からの統合データを提供して、それによりプロジェクト マネージャおよび

チーム メンバがソフトウェゕ開発プロジェクトの状態を理解し、プロジェクトの成功を保証するため

の適切な措置を講じることを可能にすることです。  

 

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 テンプレートでは、既定でどのレポートが使

用できるかを定義していますが、独自のカスタム レポートを追加することもできます。プロセス テン

プレートで作成される各レポートの内容および使用方法は、そのテンプレートのプロセス ガダンス

で説明されています。Team Foundation Server は Microsoft SQL Server™ 2005 上に構築されて

おり、SQL Server を使用して、作業項目、品質属性、テスト、テスト結果およびビルド結果に関する

すべてのデータを格納しています。TFS は SQL Server Analysis Services を使用して、データを集

約および分析し、レポートを作成します。プロセス テンプレートで作成されたレポート、または 

Microsoft Office Excel あるいは Visual Studio 2005 レポート デザナ を使用して個々のチーム 

メンバによって作成されたレポートは、SQL Server 2005 Reporting Services およびチームの 

SharePoint ポータル サトを介して利用できます。  

 

レポートのカスタマズの詳細については、「Visual Studio Team Foundation Server のカスタム レ

ポートを作成する方法」を参照してください。  

 

まとめ  

Team Foundation Server には、Visual Studio で開発プロジェクトの管理機能を改善するために、

作業項目の一括管理、プロセス管理、セキュリテゖおよびゕクセス許可の管理、プロジェクト メトリ

ック、レポーテゖングなどのプロジェクト管理機能が用意されています。  

 

ソフトウェゕ開発ラフサクルは、ソフトウェゕ プロジェクトの開発作業をサポートするツール選



択の不可欠な部分となっています。TFS には、MSF Agile プロセス テンプレートおよび MSF CMMI 

プロセス テンプレートが用意されていますが、これらは 2 つの大きく異なる開発方法をサポートしま

す。提供されたプロセス テンプレートを修正することも、自身のチームの開発プロセス ニーズに合わ

せて最初からテンプレートを作成することもできます。  

 

参考資料  

• VSTS を使用したソフトウェゕ プロジェクトの開発の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa302181.aspx の「Visual Studio 2005 Team 

System: Software Project Management」を参照してください。 

• プロジェクト管理のタスクに対する Microsoft Office Excel の使用の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181694(VS.80).aspx の「Microsoft Excel で

作業項目リストを操作する」を参照してください。 

• プロジェクト管理のタスクに対する Microsoft Office Project の使用の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms244368(VS.80).aspx の「Microsoft Project で

作業項目を操作する」を参照してください。 

 

第 12 章 作業項目の説明  

 

目的  

• 作業項目の目的および構造について学習します。  

• 作業項目のワークフローについて説明します。  

• 自身のチーム特有のニーズに合わせて作業項目をカスタマズします。  

 

概要  

この章では、作業項目について紹介し、作業項目をどのように使用してソフトウェゕ開発プロジェクト



の管理をサポートするかについて説明します。各作業項目は、開発チームで実行される作業単位を表し

ています。一連の作業項目の種類は、新しいチーム プロジェクトを作成するときに選択した、プロセ

ス テンプレート内で定義されます。  

 

プロジェクトが始まると、任意の利用可能な作業項目の種類を作成して作業を追跡することができます。

デフォルトの作業項目の種類および動作はプロセス テンプレートで定義されていますが、チームの作

業方法により良く適合するように、作業項目の種類の任意の側面を修正することができます。  

 

この章の参照の仕方  

この章を最大限に利用するには、次のようにします。  

• 「作業項目の構造」セクションを読んで、あらかじめ定義されている作業項目の種類について、お

よび作業項目のワークフローがどのように定義されているかについて学習します。  

• 「作業項目のカスタマズ」セクションを読んで、作業項目の種類をカスタマズする方法と理由

について学習します。  

 

シナリオとソリューション  

作業項目は、プロジェクト マネージャおよびチーム リーダーが、プロジェクトの残存作業と既に完了

した作業を追跡するための主要な方法です。チーム メンバは作業項目を使用して、個人的なワーク キ

ューを追跡し、バグやタスクなどの形式で作業を相互に割り当てます。  

 

次に、チーム プロジェクトにおける作業項目の一般的な用途について示します。  

• ゕプリケーションに対するユーザー要件またはサービス品質 (QoS) 要求を作成します。  

• 要件に対する開発およびテストを追跡します。  

• ゕプリケーションのコンポーネントおよび機能を実装するために完了すべき作業を表す開発タス

クを作成します。  

• ゕプリケーションのコンポーネントおよび機能の実装における障害を表すバグを作成します。  

• バグおよびタスクの優先順位を決定し、チーム全体でそれらを適切に優先度付けて、バランスをと

ります。  



• 開発タスクを追跡して、コードの完了ステータスに対する進捗を判断します。  

• 他の品質メトリックと共にバグを追跡し、ゕプリケーションの品質、および出荷の準備状況を判断

します。  

 

作業項目の使用方法は、プロジェクトで定義されている作業項目の種類によって異なります。作業項目

の定義は、最初にチーム プロジェクトを作成したときに、選択したプロセス テンプレートに格納され

ます。Microsoft® Solution Framework (MSF) for Agile Software Development (MSF Agile) また

は MSF for CMMI® Process Improvement (MSF CMMI) というデフォルトの 2 つのテンプレート

のいずれかを選択するか、あるいは、自身のチームの特別なニーズおよびプロセスに合わせて作業項目

をカスタマズすることができます。  

 

作業項目の構造  

各作業項目の種類は次のように定義することができます。  

• 各作業項目には、目的および意図される用途があります。たとえば、品質の欠陥の追跡にはバグが

使用され、スケジュールされた作業の追跡にはタスクが使用され、セキュリテゖやパフォーマンス

の要件など、機能以外の重要な側面を捉えるには QoS 要求が使用されます。  

• 各作業項目には、状態と遷移で定義されるワークフローがあります。たとえば、「作業中」から「解

決済み」、「終了」状態へステップが遷移します。  

• 各作業項目には、一連のフゖールドがあり、設定、クエリおよびレポートすることができます。た

とえば、優先度、状態、およびテレーションがあります。  

 

作業項目の種類  

MSF Agile プロセス テンプレートおよび MSF CMMI プロセス テンプレートはそれぞれ一連の作業

項目を定義しています。これらの作業項目は、プロセス ガダンスで定義されているロールおよびゕ

クテゖビテゖへマップされます。  

 

MSF Agile の作業項目の種類  



MSF Agile には次の作業項目の種類が含まれています。  

• バグ。ゕプリケーションにおける問題、または潜在的な問題を表します。  

• リスク。プロジェクトにマナスの影響を与える可能性のあるベントまたは状況を表します。  

• シナリオ。システムを介したユーザーとのやりとりにおける単一のパスを表します。  

• タスク。チームのメンバが実行する必要がある作業を表します。  

• サービス品質要求。システムがどのように機能すべきかについて課せられる要件を表します。  

MSF CMMI の作業項目の種類  

MSF CMMI には、次の作業項目の種類が含まれています。  

• バグ。ゕプリケーションにおける問題、または潜在的な問題を表します。  

• 変更要求。ゕプリケーションに対して提示された変更を表します。  

• 問題。作業を妨害する可能性のある状況、または妨害している状況を表します。  

• 要件。お客様の問題を解決するためにゕプリケーションで行うべき内容の説明を表します。  

• レビュー。コード、設計、または配置のレビュー結果を表します。  

• リスク。プロジェクトにマナスの影響を与える可能性のあるベントまたは状況を表します。  

• タスク。チームのメンバが実行する必要がある作業を表します。  

 

作業項目のワークフロー  

各作業項目には、あらかじめ定義されている 1 つのワークフローがあり、作業項目がとり得る状態、

および状態間の遷移を表します。それぞれの状態は、TFS のロールに自然に関連付けられています。

たとえば、テスト担当者が MSF Agile で新しいバグをオープンすると、状態はゕクテゖブになります。

開発者がバグを修正すると、状態は解決済みに変わります。テスト担当者が修正を確認すると、バグの

状態は終了に変わります。  

 

ワークフローの例  

次の例は、一般的な 2 つの作業項目の種類に対するワークフローを示しています。  

 

MSF CMMI のタスク  



MSF CMMI のタスクでは、次の状態があります。  

• 提案。開発者、テスト担当者、または設計者によって提案されている、など。  

• ゕクテゖブ。リーダーまたはマネージャによって承認されている、など。  

• 解決済み。開発者によって解決されている、など。  

• 終了。テスト担当者によってテストされ、終了している、など。  

 

図 12.1 は、各状態、および状態間で考えられる遷移を示しています。  

 

図 12.1 MSF CMMI の遷移状態 

 

MSF Agile のバグ  

MSF Agile のバグでは、次の状態があります。  

• ゕクテゖブ。テスト担当者によってオープンされている、など。  

• 解決済み。開発者によって解決されている、など。  

• 終了。テスト担当者によってテストされ、終了している、など。  

 

図 12.2 は、各状態、および状態間で考えられる遷移を示しています。  



 

図 12.2 MSF Agile の遷移状態 

 

作業項目のカスタマズ  

いくつかのシナリオで、MSF Agile または MSF CMMI で定義されている作業項目の種類を修正した

い場合があります。  

• 作業項目で、開発プロセスにとって重要なフゖールドが不足している場合。  

• 作業項目のワークフローがチームの作業に合っていない場合。  

• 新しい作業項目の種類が必要な場合。  

 

これらのシナリオをサポートするには、TFS で次のようにすることができます。  

• 作業項目の種類を追加/削除します。  

• 既存の作業項目内のフゖールドを修正します。  

• 既存の作業項目内の状態および遷移を修正します。  

 

作業項目のカスタマズの詳細については、「Visual Studio Team Foundation Server でプロセス テ



ンプレートをカスタマズする方法」を参照してください。  

 

まとめ  

作業項目は、プロジェクトで実行する作業を追跡するためにプロジェクト マネージャおよびチーム リ

ーダーが使用します。作業項目を使用して、完了しなければならない作業を表す開発タスクの作成、実

装における障害を表すバグの作成、ユーザー要件またはサービス品質 (QoS) 要求の作成を行います。

また、作業項目を使用して、要件に対する開発およびテストを追跡し、ゕプリケーションの品質および

出荷の準備状況について判断することができます。  

 

MSF Agile および MSF CMMI のプロセス テンプレートには、一連のデフォルトの作業項目の種類が

用意されています。これらのものはカスタマズすることも、プロセス要件に合わせて新しい作業項目

の種類を作成することもできます。  

 

参考資料  

• 作業項目の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181314(VS.80).aspx の「Team Foundation 

の作業項目の管理」を参照してください。 

• MSF CMMI プロセス テンプレートをダウンロードし、使用できる作業項目の種類を確認するには、

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=12A8D806-BB98-4EB4-BF

6B-FB5B266171EB&displaylang=en へゕクセスしてください。 

• MSF Agile プロセス テンプレートをダウンロードし、使用できる作業項目の種類を確認するには、

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=EA75784E-3A3F-48FB-824

E-828BF593C34D&displaylang=en へゕクセスしてください。 

 

  



第 6 部  

プロセス テンプレート  

第 6 部の内容  

• プロセス テンプレートの説明  

• MSF for Agile Software Development プロジェクト  

 

第 13 章 プロセス テンプレートの説明  

 

目的  

• プロセス テンプレートの目的、コンテンツおよび構造を理解します。  

• Microsoft® Solution Framework (MSF) for Agile Software Development (MSF Agile) および 

MSF for CMMI® Process Improvements (MSF CMMI) のプロセス テンプレート間の主な違い

について学習します。  

• チーム特有のニーズに合わせてプロセス テンプレートをカスタマズします。  

 

概要  

この章では、Microsoft Visual Studio® 2005 Team Foundation Server (TFS) におけるプロセス テ

ンプレートの役割について説明します。ここでは、提供される 2 つのプロセス テンプレート、つまり 

MSF Agile と MSF CMMI の主な機能および主な違いについて確認します。  

 



ソフトウェゕ開発のプロセスは複雑で、相互に依存する多数のレベルのゕクテゖビテゖが含まれていま

す。これらのプロセスは一般に開発チームがドキュメントの形式で利用できますが、通常はツールによ

り強制されません。このようにツールによるサポートがないために、開発チームがプロセスについて習

得し、それに忠実に従うことは困難です。プロジェクト マネージャは、プロジェクト管理、要件管理、

バグの追跡またはレビュー管理のためにさまざまなツールを使用することはできますが、多くの場合に

は、あまり十分に統合されていません。このように統合が実現されていないことにより、複数のプロジ

ェクト間で一貫した方法論を実行すること、および整合性のとれたレポートを生成して、プロジェクト

の進捗と状態についてチームの共通した理解を得ることは、さらに難しくなっています。このように整

合性が欠如すると、プロセスの分析は信頼性の低いものになり、長期にわたるプロセス改善箇所の特定

および実施がさらに難しくなります。  

 

Visual Studio Team System (VSTS) および TFS は、ソフトウェゕ開発プロジェクトに関わるプロ

セス ゕクテゖビテゖの大半をサポートする統合環境を提供します。TFS は、プロセス テンプレート

を使用することにより、そのラフ サクルの方法論を実装します。プロセス テンプレートとは、開

発方法論のプロセスおよび成果物の仕様を規定した、一連の Extensible Markup Language (XML) フ

ゔルのことです。この章では、プロセス テンプレートのゕーキテクチャおよびそのコンポーネント

について説明し、提供されるプロセス テンプレートをどのように利用し、カスタマズするかについ

て理解を深めます。  

 

既存のプロセス テンプレートがチームの開発プロセスに合わない場合は、新しいプロセス テンプレー

トを作成したり、既存のテンプレートを修正したり、Microsoft Partners で提供されるプロセス テン

プレートから選択したりできます。Microsoft Partners で提供されるプロセス テンプレートをレビュ

ーするには、http://msdn2.microsoft.com/en-us/teamsystem/aa718801 を参照してください。 

 

この章の参照の仕方  

この章を使用して、プロセス テンプレートのゕーキテクチャ、構造、およびカスタマズについて理

解します。この章を最大限に利用するには、次のようにします。  

 

• デフォルトのプロセス テンプレートについて、およびチームのニーズに最も適合するテンプレー



トの選択方法について理解するには、「MSF Agile プロセス テンプレートおよび MSF CMMI プ

ロセス テンプレート」のセクションを読んでください。  

• チームのニーズにさらに近づけるために既存のプロセス テンプレートをカスタマズする方法に

ついて理解するには、「プロセスのカスタマズ ガダンス」のセクションを読んでください。  

 

MSF Agile プロセス テンプレートおよび MSF CMMI プロセス テンプレー

ト  

Team Foundation Server には、MSF Agile と MSF CMMI という 2 つのプロセス テンプレートが

あります。これらの 2 つのプロセス テンプレートは、2 つの異なるスタルのソフトウェゕ開発を対

象としたものです。ソフトウェゕを作成するのにゕジャル方法論を採用している場合は、MSF Agile 

を使用します。MSF Agile はテスト ドリブンな開発その他のゕジャル プラクテゖスを促進します。

Software Engineering Institute (SEI) Capability Maturity Model® Integration の方法論を採用し

ている場合は、MSF CMMI を使用します。これは、既存の開発プロセスを改善することを目的とした

正式なプロセスです。  

 

これらのテンプレートは、それぞれ提供する内容が異なります。たとえば、テンプレートによって、デ

フォルトのレポート タプ、および作業項目の種類が異なります。これらのテンプレートは、プロジ

ェクトのニーズに合うように簡単に編集することができます。  

 

プロセス ガダンスのカスタマズ  

作成中のプロジェクトは、VSTS で提供されるプロセス テンプレートに合わないかもしれません。違

う作業項目の種類が必要になったり、まったく別のプロセス方法論を使用している可能性もあります。

たとえば、SCRUM を使用している場合に、対象のプロセス テンプレートの中で「スプリント」がま

ったく出てきません。このような場合には、チームが使用している方法論に合うように、既存のプロセ

ス テンプレートを修正または置き換えます。  

 

プロセス テンプレートのゕーキテクチャ  



プロセス テンプレートのゕーキテクチャでは、次の 3 つが重要です。  

 

• プロセス テンプレート プラグン  

• XML プロセス定義フゔル  

• 新しいチーム プロジェクト ウゖザード  

 

プロセス テンプレート プラグン  

プロセス テンプレート プラグンは、新しいチーム プロジェクトが作成されたときに実行されるコ

ンポーネントです。プラグンは必要なフゔルをセットゕップし、特定領域のテンプレートに関する

データを構成します。TFS ですぐに使用できるプラグンには、次のものがあります。  

 

• 分類 – プロジェクトの最初のテレーションおよび区分を定義します。  

• グループおよびゕクセス許可 – チーム プロジェクトの最初のセキュリテゖ グループおよびその

ゕクセス許可を定義します。  

• Windows SharePoint Services – Microsoft Windows SharePoint® のサト テンプレート

に基づいて、チームのプロジェクト ポータルを定義します。テンプレート フゔルおよびプロセ

ス ガダンスも定義します。  

• 作業項目の追跡 – プロジェクトの最初の作業項目の種類、クエリ、および作業項目のンスタン

スを定義します。  

• レポート – チーム プロジェクトの最初のレポートを定義し、レポート サトをセットゕップし

ます。  

• バージョン管理 – チーム プロジェクトの最初のバージョン管理のセキュリテゖ許可、およびチェ

ックン メモを定義します。  

 

それぞれのプラグンの定義フゔルを修正して、プロセス テンプレートをカスタマズすることが

できます。分類のプラグンを除いては、プラグンの定義フゔルを削除してプロセス テンプレー

トをカスタマズすることもできます。  

 



XML プロセス定義フゔル  

XML プロセス定義フゔルは ＸＭＬ のフゔル セットで、プロセスに対して新しいチーム プロジ

ェクトを正しく構成するために実行しなければならない一連のタスクを定義します。新しいチーム プ

ロジェクト ウゖザードを使用してチーム プロジェクトを作成する場合は、このフゔルによって、必

要なプラグンが実行されます。各プラグンは、対応する XML プロセス定義フゔルを読み込んで、

実行しなければならないタスク リストを取得します。XML プロセス定義フゔルを使用して、プラグ

ンが実装しなければならない構成および設定を指定します。次に、XML フゔルの詳細を示します。  

 

 作業項目の追跡 XML – このプロセス定義フゔルは Workitems.xml という名前で、プロセス 

テンプレートのフォルダの階層の Work Item Tracking フォルダにあります。指定するタスクに

は、主に 3 つのタプ、つまり作業項目の種類、作業項目のクエリ、および作業項目のンスタ

ンスがあります。  

o 作業項目の種類 – タスク、バグ、要件など、チーム プロジェクトで追跡される作業項目のル

ール、フゖールド、状態、および遷移を定義します。  

o 作業項目クエリ – タスクや有効なバグなど、作業項目の特定のグルーピングを見つけるのに

使用します。作業項目クエリは、プロセス テンプレートのフォルダ階層内の Work Item 

Tracking フォルダ下の Queries フォルダの中の作業項目クエリ (WIQ) フゔルで指定さ

れます。  

o 作業項目ンスタンス – チーム プロジェクトを作成したときにデフォルトで作成される、作

業項目ンスタンスの最初のセット。  

 分類 XML – このプロセス定義フゔルは Classification.xml という名前で、プロセス テンプレ

ートのフォルダ階層内の Classification フォルダにあります。これは、テレーションと区分とい

う 2 つの部分で構成されています。  

o テレーション – チームが、主なゕクテゖビテゖ (計画、開発、テストなど) の特定の部分を

何回繰り返すかを定義する場合に使用します。テレーションは作業項目をグループ化するた

めに使用されるため、作業項目クエリおよびレポートに影響を与えます。  

o 区分 – チーム プロジェクト内の作業を編成する場合に使用します。たとえば、チームでは、

UI 区分、Application 区分、Database 区分など、製品または機能に基づいて作業を編成す

ることができます。区分を使用して、クエリおよびレポートに対して作業項目をグループ化す



ることができます。  

 Windows SharePoint Services XML – このプロセス定義フゔルは WssTasks.xml という

名前で、プロセス テンプレートのフォルダ階層内の Windows SharePoint Services フォルダに

あります。ここでは、指定する 3 つの主なタスク、つまりサト テンプレート (どのサト テ

ンプレートを使用するか)、ドキュメント ラブラリ (どのドキュメント ラブラリを作成する

か)、およびフォルダとフゔル (どのフォルダとフゔルをドキュメント ラブラリへコピーす

るか) があります。  

o サト テンプレート – プロジェクト ポータルがベースとするサト テンプレートを指定

する必要があります。また、このサト テンプレートは、TFS SharePoint ポータルで使用で

きるようにする必要があります。サト テンプレートは、プロセス テンプレートには含まれ

ません。  

o ドキュメント ラブラリ – プロジェクト ポータルが作成されると、追加のドキュメント ラ

ブラリを作成することを指定できます。  

o フォルダとフゔル – プロジェクト ポータルが作成されたら、作成する追加のフォルダを指

定することができます。また、テンプレート フゔルなど、コピーするフゔルも指定できま

す。  

 バージョン管理 XML – このプロセス定義フゔルは VersionControl.xml という名前で、プロ

セス テンプレートのフォルダ階層内の Version Control フォルダにあります。これは、チーム プ

ロジェクトの最初のバージョン管理のセキュリテゖ ゕクセス許可、チェックン メモ、および排

他チェックゕウトが必要かどうかを定義します。  

o チェックン メモ － チェックン メモを含めるかどうかを指定します。チェックン メモ

は、コードがチェックンされたときに開発者によって与えられ、コードの変更がチームプロ

セスに関係するか否か、またはコードの変更がどのようにチーム プロセスに関係するかを記述

します。たとえば、チェックン メモは、変更がセキュリテゖ レビューの一部であったかど

うかを示すことが可能です。また、このメモにはセキュリテゖ レビューに関する変更の詳細を

含めることができます。  

o 排他チェックゕウト – 複数のユーザーが同時に 1 つのフゔルをチェックゕウトできるか

どうかを制御するために使用します。  

o ゕクセス許可 – ゕクテゖビテゖ セキュリテゖ グループおよび個人が、バージョン管理の項

目において実行できる内容を定義します。  



 レポート XML – このプロセス定義フゔルは ReportsTasks.xml という名前で、プロセス テン

プレートのフォルダ階層内の Reports フォルダにあります。これは、チーム プロジェクトの最初

のレポートを定義します。  

o レポーテゖング サト – レポーテゖング サトは、レポート サトに対してリンクがあり、

そのリンクは、プロジェクト ポータルのホーム ページ上で、Reports とラベル付けされてい

ます。  

o フォルダ – レポーテゖング サトにフォルダを作成できます。作成するフォルダは、プロジ

ェクト サトで、チーム エクスプローラの Reports フォルダの下に表示されます。  

o レポート – .rdl フゔルを使用してレポートを追加する場合に使用します。  

 グループとゕクセス許可 XML – このプロセス定義フゔルは GroupsandPermissions.xml と

いう名前で、プロセス テンプレートのフォルダ階層内の Groups and Permissions フォルダにあ

ります。これは、チーム プロジェクトの最初のセキュリテゖ グループを定義します。  

o グループ – TFS の新しいセキュリテゖ グループを指定するのに使用します。  

o ゕクセス許可 – 指定する各グループのゕクセス許可を定義するのに使用します。  

 

新しいチーム プロジェクト ウゖザード  

新しいチーム プロジェクト ウゖザードを使用して、新しいチーム プロジェクトを作成します。この

ウゖザードは、プラグンおよび XML プロセス定義フゔルを使用してプロジェクトを作成します。  

 

カスタマズのゕプローチ  

プロセス テンプレートをカスタマズするには、次の手順を実行します。  

 

1. TFS で提供されているプロセス テンプレートを調べて、組織のプロセスに最も近いものを選択し

ます。  

2. 選択したプロセス テンプレートをダウンロードします。  

3. プロセス テンプレートのさまざまなコンポーネントをカスタマズします。  

4. カスタマズしたテンプレートを TFS へゕップロードします。  

5. 変更が、プロセスの要件に合っていることを検証します。  



 

この基本的なゕプローチは、プロセス テンプレートをカスタマズするための次のソリューションの

一部として使用されます。  

 

• XML フゔルを手動でカスタマズします。手動によるカスタマズではエラーが発生しやすく

なりますが、プロセス テンプレートのカスタマズをきめ細かくコントロールできます。詳細に

ついては、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms243782(VS.80).aspx の「プロセス 

テンプレートのカスタマズ」を参照してください。 

• Power ツールで使用できる Process Template Editor Tool。TFS のエクスペリエンスを改善

する一連の拡張機能、ツール、コマンドラン ユーテゖリテゖである Visual Studio 2005 Team 

Foundation Server Power Tool の最新バージョンには、プロセス テンプレートを参照およびカ

スタマズするためのグラフゖカル ツールが用意されています。TFS に接続すると、このツール

を使用して、作業項目の種類の定義、およびゕクテゖブなプロジェクトのグローバル リストをカ

スタマズできます。詳細については、「Visual Studio Team Foundation Server でプロセス テ

ンプレートをカスタマズする方法」を参照してください。  

 

一般的なカスタマズ  

次に、独自のカスタム プロセスを作成するために通常カスタマズするコンポーネント セットについ

て説明します。  

 

• グループおよびゕクセス許可。既定の状態のプロセス テンプレートには、いくつかのグループ、

およびそのグループに割り当てられているさまざまなゕクセス許可があります。これらのテンプレ

ートに関連付けられているデフォルトのグループおよびゕクセス許可が自身のプロセス要件に対

して不十分、または不適切な場合は、これらのグループを更新したり、新しいグループを作成した

りできます。また、グループに別のユーザーを追加する、グループからユーザーを削除する、グル

ープに対してゕクセス許可を付与および破棄する、といったことができます。  

• ソース管理のチェックン メモおよびポリシー。すぐに使用できるプロセス テンプレートには、

ソース管理のチェックン メモおよびポリシーのセットがあります。デフォルトのチェックン 

メモが自身のプロセス要件に対して不十分または不適切な場合は、チェックン メモ フゖールド



を追加または削除したり、いくつかのフゖールドを必須にして、その他を不要にしたりできます。

デフォルトのチェックン ポリシーが不十分または不適切な場合は、個々のチェックン ポリシ

ーを追加、更新または削除できます。  

• 区分とテレーション。既定の状態のプロセス テンプレートには、区分またはテレーションに

対する分類の構造がありません。特定のプロセス要件に従って、区分およびテレーションをカス

タマズすることができます。このような場合は、プロジェクトのコンポーネントまたは機能に基

づいて区分を作成する方法を推奨します。テレーションには、（計画、開発、およびテストなど

の） 主要なゕクテゖビテゖの特定の組を繰り返す、時間に基づいたサクルを使用できます。 

• チーム ポータル。既定の状態のプロセス テンプレートには、デフォルトのチーム ポータルがあ

ります。このポータルは、チームのメンバと組織内の他のユーザーの間で連携をとるための中心の

ハブになります。チーム ポータルを修正して、プロセス要件に合わせてポータルの外観、動作、

およびコンテンツを変更することができます。  

• プロセス ガダンス。既定の状態のプロセス テンプレートには、関連するプロセス ガダンス

が用意されており、チーム プロジェクトで使用されるロール、フォーム、レポートおよびワーク

フローについて説明しています。要件に合うようにプロセス テンプレートをカスタマズする場

合には、プロセス ガダンスを編集して、さまざまなコンポーネントに対する変更を反映させる

必要があります。  

• レポート。既定の状態のプロセス テンプレートには、デフォルトのレポートがいくつか用意され

ています。デフォルトのレポートが不十分または不適切な場合は、自身の要件に基づいて独自のカ

スタム レポートを作成できます。  

• 作業項目の種類とクエリ。既定の状態のプロセス テンプレートには、作業項目の種類、作業項目

のデフォルトのンスタンスおよびクエリがあります。作業項目のデフォルトの種類、作業項目の

ンスタンスおよびクエリがプロセス要件に対して不十分、または不適切な場合は、次のようにす

ることができます。ワークフロー、または追跡したい作業項目の種類に合うように、作業項目の種

類をカスタマズします。たとえば、次のことができます。  

 

o 新しい作業項目の種類を追加する。  

o 既存の作業項目の種類を削除する。  

o デフォルトの作業項目の種類のンスタンスを追加する。  

o デフォルトの作業項目の種類のンスタンスを削除する。  



o 独自のパブリックまたはプラベートなクエリを作成する。  

 

既存の作業項目の種類を修正することもできます。たとえば、以下です。  

 

o フゖールドを追加する。  

o フゖールドの名前を変更する。  

o フゖールドに対して使用できる値のリストを限定する。  

o 状態およびサポートされる状態の遷移を変更する。  

o フゖールドを必須または読み取り専用にする。  

o あるフゖールドを他のフゖールドに依存させる。  

o フゖールドの値を自動的に取り込む。  

o フォーム上の情報の表示を再配置する。  

o Microsoft Office Project のカラムを変更して、特定のフゖールドがマップされるようにする。  

 

カスタマズのプロセスが機能するしくみ  

プロセス テンプレートのカスタマズには次の手順が含まれます。  

 

1. ユーザーが新しいチーム プロジェクト ウゖザードを起動します。  

2. ウゖザードで次の情報が要求されます。  

o チーム プロジェクトの名前  

o チーム プロジェクトの作成時に使用するプロセス テンプレート  

  

ウゖザードに表示される画面は、使用されるプラグンによって決まります。たとえば、プロセス 

テンプレートに Windows SharePoint Services プラグンが含まれていない場合は、プロジェク

ト ポータルに関する情報を要求するための画面はありません。  

3. ユーザーが、ウゖザードで要求される情報を入力して [完了] をクリックすると、ウゖザードは、

チーム プロジェクトの作成を実行するためのプラグンを呼び出します。プラグンが呼び出され

る順序は、XML プロセス定義フゔルによって定義されます。  

4. ウゖザードが、プロセス テンプレートに含まれている指示を読み込み、指定されている項目を作成



および構成します。  

プロセス テンプレートによって指示が提供されるため、ユーザーは、作成する作業項目のさまざまな

種類に関する詳細を指定する必要はありません。  

 

注意:新しいチーム プロジェクトを作成するときにウゖザードで問題が発生すると、問題の内容を説明

し、正しい処置を指示するエラー メッセージが表示されます。  

 

まとめ  

ソフトウェゕを作成するのにゕジャル方法論を採用している場合は、MSF Agile プロセス テンプレ

ートを使用します。Software Engineering Institute (SEI) Capability Maturity Model® Integration 

の方法論を採用している場合は、MSF CMMI を使用します。  

 

プロセス テンプレートのゕーキテクチャの主なコンポーネントは、プロセス テンプレートのプラグ

ン、XML プロセス定義フゔル、および新しいチーム プロジェクト ウゖザードです。  

 

プロセス要件に対してデフォルトのプロセス テンプレートが十分でない場合は、手動で XML プロセ

ス定義フゔルをカスタマズしてテンプレートをカスタマズしたり、Process Editor Tool を使用

してプロセス テンプレートをカスタマズしたりできます。  

 

カスタマズの最も一般的な領域は、グループとゕクセス許可、ソース管理のチェックン メモとポ

リシー、区分とテレーション、レポート、および作業項目の種類の定義です。  

 

参考資料  

• プロセス テンプレートの選択についての詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms400752(vs.80).aspx の「プロセス テンプレー

トの選択」を参照してください。 

• MSF CMMI プロセス テンプレートをダウンロードするには、

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=12A8D806-BB98-4EB4-BF



6B-FB5B266171EB&displaylang=en へゕクセスしてください。 

• MSF Agile プロセス テンプレートをダウンロードするには、

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=EA75784E-3A3F-48FB-824

E-828BF593C34D&displaylang=en へゕクセスしてください。 

• プロセス テンプレートのカスタマズの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms194945(VS.80).aspx の「プロセス テンプレー

トのカスタマズの概要」を参照してください。 

• Process Template Editor を含めて Team Foundation Server Power Tools をダウンロードす

るには、http://msdn2.microsoft.com/en-us/vstudio/aa718351.aspx へゕクセスしてくださ

い。 

• Microsoft Partners で提供されるテンプレートをレビューするには、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/teamsystem/aa718801 を参照してください。 

 

 

第 14 章 ゕジャル ソフトウェゕ開発プロジェクトに対する MSF  

 

目的  

• Microsoft® Solution Framework (MSF) for Agile Software Development (MSF Agile) のプロ

セス テンプレートを使用する場合について学習します。  

• 一般的にチームがどのように MSF Agile プロセス テンプレートを使用するかを確認します。  

• チーム特有のニーズに合わせて MSF Agile プロセス テンプレートをカスタマズします。  

 

概要  

MSF Agile プロセス テンプレートで定義されるプロセスには、Agile ソフトウェゕの動向、および 

MSF の原理と実践が盛り込まれています。プロセスは、ゕジャル ソフトウェゕ エンジニゕリング

戦略をサポートしていますが、これはゕプリケーションを作成するために複数のテレーションとシナ

リオベースのゕプローチを使用します。このテンプレートには、構成管理、プロジェクト管理、作業項



目の追跡、連携のためのプロジェクト ポータルなど、チームの開発をサポートするのに必要な自動化

およびガダンスが含まれています。  

 

この章では、一般的な MSF Agile ソフトウェゕ開発プロジェクトのワークフローについて説明し、MSF 

Agile プロセスを使用したチームの例を示します。また、テンプレートのデフォルトの設定について、

および提供されるテンプレートでどのオプションをカスタマズしなければならないかを説明します。  

この章の参照の仕方  

MSF Agile プロセス テンプレートおよびプロセス ガダンスがどのように機能するか、またこのテン

プレートがさまざまなチームによって、どのようにうまく使用されているかについて、理解を深めたい

場合はこの章を読んでください。この章を最大限に利用するには、次のようにします。  

 

• デフォルトのレポート、作業項目、ゕクセス許可など、MSF Agile プロセス テンプレートの詳細

を理解するには、「MSF for Agile Software Development のデフォルト」セクションを読ん

でください。  

• 実際のチームが MSF Agile をどのように使用してゕプリケーションを開発およびリリースしたか

を参照するには、「MSF for Agile Software Development の実践例」セクションを読んでく

ださい。  

• プロセス テンプレートの概要について詳しく知りたい場合は、「第 13 章 プロセス テンプレー

トの説明」を読んでください。  

 

MSF for Agile Software Development のワークフロー  

MSF Agile プロセス テンプレートは、ソフトウェゕ開発のラフサクルに関するさまざまな役割 

(ビジネス ゕナリスト、設計者、プロジェクト マネージャ、開発者、テスト担当者など) によって、

テレーション中に実行される一連のタスクを定義します。図 14.1 は、定義されたそれぞれのタスク

に関連付けられている主なゕクテゖビテゖを示しています。  



 

図 14.1 MSF Agile のタスクと主なゕクテゖビテゖ 

 

MSF for Agile Software Development のデフォルト  

MSF Agile プロセス テンプレートを使用して新しいチーム プロジェクトを作成すると、Microsoft 



Visual Studio® のメン ウゖンドウに、プロセス ガダンスの概要を説明するコンセプト ページが

表示されます。これは、MSF Agile プロセスへの最初のビューポントです。プロジェクト ポータル

のホーム ページからこの情報にゕクセスすることもできます。  

 

ツールの構成はプロセスの説明だけでなく、（シナリオ、サービス品質要求、タスク、バグ、およびリ

スクのような） 作業項目、プロジェクト レポート、ロール （グループとゕクセス許可）、およびプ

ロジェクト ポータルを含みます。MSF Agile のテンプレートで提供される主な項目は次のとおりです。  

 

• 作業項目  

• グループおよびゕクセス許可  

• ソース管理  

• 区分とテレーション  

• レポート  

• ポータル  

 

以降のセクションでは、MSF Agile のプロセス テンプレートを使用するときに利用可能な重要な初期

設定を詳しく説明します。  

 

作業項目  

MSF Agile プロセス テンプレートには、次の作業項目の種類が含まれています。  

 

• バグ。ゕプリケーションにおける問題、または潜在的な問題を表します。  

• リスク。プロジェクトにマナスの影響を与える可能性のあるベントまたは状況を表します。  

• シナリオ。作成中のシステムを介したユーザーとのやりとりにおける単一のパスを表します。  

• タスク。チーム メンバが実施する作業の詳細な項目を特定します。  

• サービス品質要求。セキュリテゖ、パフォーマンス、管理性の要件など、機能以外の要件を表しま

す。  

 

MSF Agile プロセス テンプレートに基づいて新しいチーム プロジェクトを作成する場合には、次の作



業項目が作成されます。これは、プロジェクトの開始時に実行しなければならない一般的なタスク セ

ットを提供することにより、ユーザーの作業を支援します。  

 

• セットゕップ: ゕクセス許可の設定。このタスクの目的は、ビルド サービス (Build Service)、プ

ロジェクト管理者 (Project Administrator)、貢献者 (Contributor)、または閲覧者 (Reader) の 

4 つのセキュリテゖ グループのいずれかに対してチーム メンバを追加することです。  

• セットゕップ: ソース コードの移行。このタスクの目的は、既存のプロジェクトを Microsoft 

Visual Studio Team Foundation Server (TFS) へ移行する場合に、既存のソース コードを 

Microsoft Visual SourceSafe® から移行することです。チーム プロジェクトに対するチーム メ

ンバのゕクセス許可を付与する前に、ソース コードの移行を完了しなければなりません。  

• セットゕップ: 作業項目の移行。既存のプロジェクトを TFS に取り込む場合には、バグやタスク

などの作業項目を、Clearquest から、またはカンマ区切り形式の CSV フゔルから移行するこ

とができます。チーム プロジェクトに対するチーム メンバのゕクセス許可を付与する前に、この

作業項目の移行を完了しなければなりません。  

• セットゕップ: チェックン ポリシーの設定。このタスクの目的は、ソース コードのチェック

ンに関するビジネス ルールまたはポリシーをセットゕップすることです。  

• セットゕップ: ビルドの構成。このタスクの目的は、最初のソース ツリーを作成し、ビルドを定期

的に (通常は毎日) 実行するようセットゕップすることです。  

• セットゕップ:ンストールおよび作業の開始のためにユーザーにメールを送信。このタスクの目的

は、チームのメンバが接続しなければならない TFS について、およびチーム プロジェクトで作業

を開始するために、どのチーム プロジェクトを使用するかについて、情報を電子メールでメンバ

に送信することです。  

• ビジョン ステートメントの作成。このタスクの目的は、プロジェクトのビジョン ステートメント、

つまりプロジェクトのすべての関係者が共有する、プロジェクトの望ましい結果の概要を作成する

ことです。  

• セットゕップ: チーム プロジェクト ポータルにプロジェクトの説明を作成。このタスクの目的は、

新しいチーム プロジェクトについてより適切に説明するために、プロジェクトの目的、目標、ビ

ジョンなどのデフォルトの説明を変更することです。  

• ペルソナの作成。このタスクの目的は、システムとやりとりするペルソナを作成することです。ペ

ルソナはシステムのターゲット ユーザーであるため、ゕプリケーションの設計について考察する



ときに、ペルソナを使用することができます。  

• テレーション期間の定義。このタスクの目的は、プロジェクトで使用するテレーションのサ

クルを定義することです。この長さは、プロジェクトの規模および複雑さによって異なります。  

• テストのしきい値を明記したテスト ゕプローチ ワークシートの作成。このタスクの目的は、プロ

ジェクトのテレーションのテスト戦略を最初から理解することです。テストのゕプローチを理解

すると、テスト タスクをより効率よくスケジュールし、開発者がテストに関する考慮事項に留意

して実装するうえで役に立ちます。  

• シナリオ リストのブレーンストーミングおよび優先度の決定。このタスクの目的は、主な使用シ

ナリオを特定し、優先順位を付けることです。  

• サービス品質要求リストのブレーンストーミングおよび優先度の決定。このタスクの目的は、セキ

ュリテゖ、パフォーマンス、管理性のシナリオなど、機能以外の QoS 要求を特定することです。  

• セットゕップ: プロジェクトの構造の作成。このタスクの目的は、開発チームが作業する区分を取

得するプロジェクト構造を作成することです。  

• テレーション計画の作成。このタスクの目的は、開発作業をどのようにテレーションに分割す

るかを決定することです。  

 

レポート  

MSF Agile プロセス テンプレートにおいてデフォルトで使用できるレポートは次のとおりです。  

 

• バグ (優先度順)。正しいバグが見つかっているかどうかを表します。このレポートは、優先度の

高いバグと低いバグが検出されている割合を示します。  

• バグ率。どのくらい効率よくバグが検出、修正、および解決されているかを表します。このチャー

トは、新しいバグ、バグのバックログ、バグの解決に対する時系列の傾向を示しています。  

• ビルド。ビルドのクオリテゖを表します。このレポートによって、ビルドのクオリテゖ、およびそ

の他の詳細情報も含めて、使用できるビルドの一覧が提供されます。  

• プロジェクト速度。チームが作業をどのくらい迅速に完了しているかを表します。このレポートは、

計画された作業をチームがどのくらい迅速に完了しているか、および完了率の変化を日ごとに表し

ます。  

• 品質指標。ソフトウェゕの品質を表します。このレポートは、プロジェクトの状態を追跡するため



に、テスト結果、バグ、コード カバレッジ、およびコード チャーンを 1 つのレポートで収集し

ます。  

• ロード テストの概要。このレポートは、ゕプリケーションにおけるロード テストの結果を示して

います。  

• 回帰。このレポートは、以前は合格したけれども、現在は不合格になっているすべてのテストの一

覧を示します。  

• 再ゕクテゖブ化。再度ゕクテゖブになっている作業項目の数を表します。このレポートは、解決お

よびクローズが時期尚早であった作業項目を示します。  

• 関連作業項目。作業項目間の依存関係を表します。このレポートは、依存関係を追跡できるように、

他の作業項目にリンクされている作業項目の一覧を示します。  

• 残存作業。作業がどのくらい残っているか、またそれがいつ完了する予定かを表します。このレポ

ートは、時間とともに残存、解決、およびクローズした作業の量を示します。残りの作業の今後の

傾向を予測すると、コードが完了するのがどの時点かを推定することができます。  

• •計画していなかった作業。未計画の作業がどのくらいあるかを表します。すべての作業量に対す

る残りの作業量を示し、また、計画していたゕクテゖビテゖと計画していなかったゕクテゖビテゖ

を区別します。  

• トリゕージ。優先順位を付ける必要がある作業項目を表します。このレポートは、まだ提案の状態

にある作業項目を示します。  

• 作業項目。どの作業項目がゕクテゖブかを表します。このレポートは、すべての有効な作業項目を

示します。  

• 作業項目 (所有者)。チームの各メンバにどのくらいの作業が割り当てられているかを表します。

このレポートは、チーム メンバごとの作業項目を示します。  

• 作業項目 (状態)。ゕクテゖブ、解決済み、および終了になっている作業項目の数を表します。こ

のレポートは、ゕクテゖブ、解決済み、および終了になっているすべての作業項目の一覧を示しま

す。  

 

グループとゕクセス許可  

MSF Agile プロセス テンプレートにおいてデフォルトで使用できるグループは次のとおりです。  

 



• 閲覧者 (Reader)。このグループのメンバは、チーム プロジェクトに対して読み取り専用のゕク

セス権を持っています。  

• 貢献者 (Contributor)。このグループのメンバは、チーム プロジェクトの項目を追加、修正およ

び削除できます。  

• ビルド サービス (Build Services)。このグループのメンバは、チーム プロジェクトに対してビ

ルド サービス ゕクセス許可を持ちます。このグループは、サービス ゕカウントに対してのみ使

用されます。  

• プロジェクト管理者 (Project Administrator）。このグループのメンバは、チーム プロジェク

トのすべての操作を実行することができます。  

 

ソース管理  

MSF Agile は、ソース管理において次のデフォルト設定を使用します。  

 

• 複数チェックゕウト。既定では、MSF Agile は、複数のチーム メンバが同じフゔルを同時に作

業できるよう、複数チェックゕウトを許可しています。何らかの競合が発生した場合は、チェック

ン時に解決する必要があります。  

• ゕクセス許可。ソース管理におけるデフォルトのゕクセス許可は次のとおりです。  

o プロジェクト管理者。すべての権限を持っています。  

o ビルド サービス。読み取り、変更の保留、チェックン、ラベル付け、ビルドの開始およ

びビルドの編集を行う権限があります。  

o 貢献者。読み取り、変更の保留、チェックン、チェックゕウト、ラベル付け、およびビ

ルドの開始を行う権限があります。  

o 閲覧者。ソース管理への読み取り専用ゕクセス権のみがあります。  

 

区分とテレーション  

MSF Agile の既定の状態のプロセス テンプレートには、区分またはテレーションに対する分類の構

造がありません。このような場合は、プロジェクトのコンポーネントまたは機能に基づいて区分を作成

する方法を推奨します。テレーションには、（計画、開発、およびテストなどの） 主要なゕクテゖ



ビテゖの特定の組を繰り返す、時間に基づいたサクルを使用できます。  

 

MSF for Agile Software Development の実践例  

次の例は、MSF for Agile Software Development プロセスが Microsoft の patterns & practices チ

ーム、および Microsoft 以外の開発チームでどのように採用され、使用されているかを示しています。  

 

例 1: patterns & practices チーム  

次の例は、MSF Agile プロセスを使用して、一般的な patterns & practices プロジェクトがどのよう

に実行されるかを示しています。  

 

テレーション 0 の新しいプロジェクト  

• プロダクト マネージャ  

1. プロジェクトの要件を収集するために、お客様および関係者とやりとりします。これらの要件は、

プロジェクト バック ログという名前の Microsoft Office Word の文書に取得されます。  

2. Microsoft Office PowerPoint® を使用して、プロジェクトに対するビジョン ステートメント

を作成します。  

3. お客様およびさまざまな関係者とブレーンストーミングし、プロジェクトの要件およびビジョン

を扱うシナリオを定義します。  

4. プロジェクト マネージャおよび他の関係者と連携し、シナリオの優先順位を決定します。  

• プロジェクト マネージャ:  

1. シナリオを作業項目として TFS 内に取り込みます。  

2. プロジェクトの規模、および実現可能性によって、テレーション サクル期間を決定します。  

 

テレーション前の計画  

• プロジェクト マネージャは、テレーションの期間中にどのシナリオを作業するべきかを、優先

順に基づいて決定します。  



• プロダクト マネージャとプロジェクト マネージャは、シナリオに対するサービス品質 (QoS) 要

件を作成します。QoS はシナリオにリンクされます。  

 

テレーションの計画  

• プロジェクト マネージャ:  

1. 開発者および他のチーム メンバと連携して、シナリオを開発タスクに分割します。  

2. TFS 内に開発タスクを取り込み、シナリオにリンクさせます。  

3. それぞれの開発タスクに対して受け入れ基準を定義します。  

4. QoS 要求をテスト タスクに分割します。  

5. TFS 内にテスト タスクを取り込み、QoS にリンクさせます。  

6. それぞれのテスト タスクに対して受け入れ基準を定義します。  

7. タスクをスケジュールし、割り当てます。  

• 開発者は、それぞれの開発タスクを見積もります。  

重要 － タスク (開発者のシナリオ) を実施するのに 1 日または 2 日よりも長くかかりそうな場

合は、これらのタスクをサブシナリオに分割する必要があります。  

• テスト担当者は、それぞれのテスト タスクに対して見積もります。  

 

テレーションの期間中  

• プロジェクト マネージャはテレーションをガドします。  

• 開発者は開発タスクのコードを記述し、受け入れ基準を満たしたら、タスクを終了します。  

• テスト担当者は、自身に割り当てられているテスト タスクを実行し、特定された問題に対して新

しいバグ (作業項目) を作成します。  

 

テレーションの後  

• プロジェクト マネージャ:  

1. プロジェクトの進捗を評価し、現在のテレーションで完了していないシナリオについて、再度

優先順位を付けます。  



2. 関係者にステータス レポートを提供します。  

3. 優先順位に基づいて、次のテレーション中にどのシナリオを実行すべきかを決定します。  

• プロダクト マネージャ  

1. 新しく検出されたシナリオを追加します。  

2. (必要に応じて) シナリオに再度優先順位を付けます。  

3. プロジェクト マネージャと共に、プロジェクトに対する QoS 要求を作成します。QoS はシナ

リオにリンクされます。  

 

例 2: フゖールド カスタマ エンゲジメント  

次の例は、フゖールド カスタマ エンゲジメントで MSF Agile プロセスがどのように使用されてい

るかを示します。  

 

テレーション 0 の新しいプロジェクト  

• ビジネス ゕナリスト:  

1. 短い (1 ページの) ビジョン ステートメントを生成します。  

2. 入力を提供できる現場のお客様を特定し、システムに対するペルソナを作成します。  

3. お客様と一緒にシナリオについてブレーンストーミングします (名前のみ)。  

4. お客様と一緒にシナリオの優先順位を決めます。  

5. 次のテレーションに対するシナリオを記述します。  

• プロジェクト マネージャ:  

1. 開発者を集めて見積もりを取得します。見積もりは、大まかな概算見積もりです。  

2. コストを見積もった結果、優先順位が変わるかどうか確認します。  

3. 次のテレーションに対してシナリオをスケジュールします。  

• ゕーキテクトは、シナリオをゕーキテクチャ タスクに分割します。  

• 開発者:  

1. シナリオを開発タスクに分割します。  

2. 適切なビルド戦略 (可能であれば、継続的な統合) を定義します。  

• テスト開発者は、シナリオをテスト タスクに分割します。  



 

テレーションの期間中  

• プロジェクト マネージャ:  

1. テレーションをガドします。  

2. プロジェクトをガドします。  

• 設計者は、ソリューション ゕーキテクチャを定義します。  

• 開発者は、開発タスクを実行します。  

• テスト担当者は、シナリオをテストします。  

 

テレーション 0 の後  

この時点で、タスクはわずかに変わっています。  

• ビジネス ゕナリスト:  

1. (必要に応じて) ペルソナを更新します。  

2. 新しく検出されたシナリオを追加します。  

3. (必要に応じて) シナリオに再度優先順位を付けます。  

4. 次のテレーションに対するシナリオを記述します。  

• プロジェクト マネージャ:  

1. 新しいシナリオを見積もります。  

2. 次のテレーションに対してシナリオをスケジュールします。  

• ゕーキテクトは、シナリオをゕーキテクチャ タスクに分割します。  

• 開発者:  

1. シナリオを開発タスクに分割します。  

2. ビルド プロセス (可能であれば、継続的な統合) を更新します。  

• テスト開発者は、シナリオをテスト タスクに分割します。  

 

MSF Agile プロセス テンプレートのカスタマズ  

MSF Agile プロセス テンプレートをカスタマズして特定の組織の要件に合わせるには、次の 2 つ



の方法を使用できます。  

 

• XML フゔルを手動でカスタマズする。手動によるカスタマズではエラーが発生しやすくな

りますが、プロセス テンプレートのカスタマズをきめ細かくコントロールできます。詳細につ

いては、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms243782(VS.80).aspx の「プロセス テ

ンプレートのカスタマズ」を参照してください。  

• Process Template Editor。TFS のエクスペリエンスを改善する一連の拡張機能、ツール、コマ

ンドラン ユーテゖリテゖである Visual Studio 2005 Team Foundation Server Power Tool 

の最新バージョンには、ユーザー ンターフェス ベースのツールが用意されており、これを使

用してプロセス テンプレートを参照およびカスタマズすることができます。TFS に接続すると、

このツールを使用して、作業項目の種類の定義、およびゕクテゖブなプロジェクトのグローバル リ

ストをカスタマズできます。詳細については、「Visual Studio Team Foundation Server でプ

ロセス テンプレートをカスタマズする方法」を参照してください。  

まとめ  

MSF Agile プロセス テンプレートは、ソフトウェゕ開発のラフサクルに関するさまざまな役割に

よって実行される、一連のタスクを定義します。MSF Agile プロセス テンプレートは、ゕジャル プ

ロセスをサポートするための作業項目、グループとゕクセス許可、ソース管理、区分とテレーション、

レポート、およびチーム ポータルを定義します。  

 

プロセスの要件に対してデフォルトのプロセス テンプレートが十分でない場合は、手動で XML プロ

セス定義フゔルをカスタマズしてテンプレートをカスタマズしたり、TFS Power Tool に付随し

ている Process Editor Tool を使用してカスタマズしたりできます。  

 

参考資料  

• MSF Agile プロセス テンプレートをダウンロードするには、

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=EA75784E-3A3F-48FB-824

E-828BF593C34D&displaylang=en へゕクセスしてください。 

• Process Template Editor を含めて Team Foundation Server Power Tools をダウンロードす



るには、http://msdn2.microsoft.com/en-us/vstudio/aa718351.aspx へゕクセスしてくださ

い。 

• プロセス テンプレートのカスタマズの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms194945(VS.80).aspx の「プロセス テンプレー

トのカスタマズの概要」を参照してください。 

• 手動によるプロセス テンプレートのカスタマズの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms243782(VS.80).aspx の「プロセス テンプレー

トのカスタマズ」を参照してください。  

 

 

  



第 7 部  

レポーテゖング  

第 7 部の内容  

• レポーテゖングの説明  

 

第 15 章 レポーテゖングの説明  

 

目的  

• Microsoft® Visual Studio® Team Foundation Server (TFS) のレポーテゖングのゕーキテクチ

ャについて説明します。  

• TFS のレポーテゖングを構成するコンポーネントについて認識します。  

• 使用できる各レポートの目的について説明します。  

• どのプロセス テンプレートにどのレポートが含まれているかを理解します。  

• レポートのカスタマズおよび新しいレポートの作成を行います。  

 

概要  

この章では、TFS のレポーテゖング ゕーキテクチャについて、および新しいチーム プロジェクトで

使用できる一般的なレポートについて説明します。また、一般的なレポーテゖング シナリオを、TFS で

使用できるレポートに結び付け、既存のレポートをカスタマズしたり、新しいレポートを作成したり

するための一般的な理由について説明します。TFS のレポーテゖングを使用すると、チーム プロジェ



クトのさまざまな側面について集約されたデータを参照することができます。この情報を使用してプロ

ジェクトの進捗、プロジェクトの状態、および開発チームとテスト チームの有効性を分析することが

できます。  

 

TFS のレポーテゖングでは、Microsoft SQL Server™ 2005 Reporting Services を使用してレポート

を作成、管理および実行します。各プロセス テンプレートには、あらかじめ定義されている一連のレ

ポートが含まれています。これらのレポートは、プロジェクトの作成時にプロジェクトのレポート フ

ォルダに配置されます。Reporting Services を使用して、これらのレポートを修正することも、プロ

ジェクトに対するカスタム レポートを作成することもできます。既存のプロセス テンプレートに対し

て新しいレポートを追加して、レポートを他のチーム プロジェクトで使用できるようにすることがで

きます。  

 

この章の参照の仕方  

この章を使用して、TFS のレポーテゖングがどのように機能するか、およびプロジェクトの状態およ

びステータスを評価するうえでどのように役に立つかを理解します。この章を最大限に利用するには、

次のようにします。  

 

• TFS のレポーテゖングを使用する一般的な理由について理解し、それぞれの標準レポートの目的に

ついて理解するには、「シナリオとソリューション」セクションを読んでください。  

• レポーテゖング システムはどのようなコンポーネントで構成されているか、およびそれらがどの

ような相互関係にあるかを理解するには「物理的なゕーキテクチャ」セクションを読んでください。  

• レポートのカスタマズおよび作成で使用できるメカニズムについて学習するには、「レポートの

カスタマズ」セクションを読んでください。  

• このガドの「方法」を読みます。この章で説明しているさまざまな手順について順を追って理解

するには、次の「方法」を読んでください。  

o Visual Studio 2005 Team Foundation Server でレポートをカスタマズする方法  

o Visual Studio 2005 Team Foundation Server のカスタム レポートを作成する方法  

o Visual Studio 2005 Team Foundation Server でリスク オーバー タム レポートを作成

する方法  



 

シナリオとソリューション  

プロジェクト マネージャおよびチーム リーダーが、進行中のプロジェクトの最新の内容を把握するた

めに、最もよく使用される方法がレポートです。新しいチーム プロジェクトを作成すると、選択した

プロセス テンプレートに基づいて、一連のレポートが生成されます。これらのレポートは、プロジェ

クトの Microsoft Office SharePoint® のポータル サトから、または Visual Studio 内のチーム エ

クスプローラのレポート ノードから使用できます。  

 

TFS レポートを使用すると次のような一般的な疑問に対する回答が得られます。  

 

• ゕプリケーションはいつ頃出荷できるようになるか?  

• 計画に従って作業が進行しているか?  

• ビルドのクオリテゖはどうか?  

• 定義されているシナリオに対する開発のステータスはどうか?  

• 開発作業はどのくらい迅速に進んでいるか?  

• バグは修正されているか?  

• バグは再発しているか?  

 

Team Foundation Server のレポート  

Microsoft Solution Framework (MSF) for Agile Software Development (MSF Agile) および MSF 

for CMMI® Process Improvement (MSF CMMI) の両方のプロセス テンプレートのそれぞれには、

デフォルトで一連のレポートが含まれています。  

 

バグ  

プロセス テンプレート内のバグ関係のレポートを使用して、どのようなタプのバグが生成および修

正されているかを確認し、傾向を特定することができます。バグ関係のレポートとして、次のものを使

用できます。  



 

• バグ (優先度順)。正しいバグが見つかっているかどうかを表します。このレポートは、優先度の

高いバグと低いバグが検出されている割合を示します。このレポートは、提供されている両方のプ

ロセス テンプレートで使用できます。  

• バグ率。どのくらい効率よくバグが検出、修正、および解決されているかを表します。このレポー

トは、新しいバグ、バグのバックログ、バグの解決に対する時系列の傾向を示しています。このレ

ポートは、提供されている両方のプロセス テンプレートで使用できます。  

 

リリース管理  

リリース管理レポートは、ソフトウェゕがリリースに対してどのくらい適合しつつあるかを判断します。

リリース管理レポートとして、次のものを使用できます。  

 

• 実際の品質と計画された速度。品質を損なわずにどのくらいのシナリオを完了できるかを示します。

このレポートは、各テレーションに対して、全体の品質に対する見積もりの規模の関係を表しま

す。このレポートは、両方のプロセス テンプレートで使用できます。  

• ビルド。ビルドの品質を表します。このレポートは、ビルドの品質、およびその他の詳細情報も含

めて、使用できるビルドの一覧を提供します。このレポートは MSF for CMMI Process 

Improvement で使用できます。  

• 品質指標。ソフトウェゕ品質について表します。このレポートは、プロジェクトの状態を追跡する

ために、テスト結果、バグ、コード カバレッジ、およびコード チャーンを 1 つのレポートに収

集します。このレポートは MSF Agile および MSF CMMI で使用できます。  

• 速度。チームが作業をどのくらい迅速に完了しているかを表します。このレポートは、計画された

作業をチームがどのくらい迅速に完了しているか、および完了率の変化を日ごとに表します。この

レポートは MSF Agile および MSF CMMI で使用できます。  

• シナリオの詳細。どのシナリオに対してゕプリケーションを作成しているかを示します。このレポ

ートは、完了のステータス、リスク、テストの進捗など、各シナリオに関する情報を提供します。

このレポートは MSF CMMI で使用できます。  

 



テステゖング  

テステゖング レポートを使用して、テステゖングの有効性および進捗を監視することができます。テ

スト レポートとして、次のものを使用できます。  

 

• 回帰。ある時点でテストに合格したけれども、現在は合格していないテストを表します。このレポ

ートは、以前は合格したけれども、現在は不合格になっているすべてのテストの一覧を示します。

このレポートは MSF CMMI で使用できます。  

• 必要条件テスト履歴および概要。シナリオおよび要件がどのくらい適切にテストされたかを表しま

す。このレポートは、定義されているシナリオおよび要件に対するテストの進捗を表します。この

レポートは MSF CMMI で使用できます。  

• ゕクテゖブなバグを伴わないで失敗しているテスト。既知のすべての欠陥に対してそれを追跡する

ためのバグが存在するか。 このレポートは、不合格で、かつ未解決のバグに関連付けられていな

いテストを表します。このレポートは MSF CMMI で使用できます。  

• ゕクテゖブなバグを伴って成功しているテスト。バグ一覧は最新で、ゕプリケーションの品質と整

合性がとれているか。 このレポートは、テストが合格している古いバグを表します。このレポー

トは MSF CMMI で使用できます。  

• ロード テストの概要。ゕプリケーションのパフォーマンスに関するロード テストが、どのような

結果かを表します。このレポートは、ゕプリケーションにおけるロード テストの結果を示してい

ます。このレポートは MSF Agile で使用できます。  

 

作業項目  

作業項目レポートを使用して、プロジェクトの現在の状態、および現在の進捗を評価できます。作業項

目レポートとして、次のものを使用できます。  

 

• 懸案事項およびブロックされた作業項目。未解決の問題がどのくらい残っているかを示します。こ

のレポートは、未解決の問題、およびその解決に関する傾向を表します。このレポートは MSF 

CMMI で使用できます。  

• 再ゕクテゖブ化。再度ゕクテゖブになっている作業項目の数を表します。このレポートは、解決お

よびクローズが時期尚早であった作業項目を示します。このレポートは MSF Agile および MSF 



CMMI で使用できます。  

• 関連作業項目。どの作業項目が他の作業項目に依存しているかを表します。このレポートは、依存

関係を追跡できるように、他の作業項目にリンクされている作業項目の一覧を示します。このレポ

ートは MSF CMMI で使用できます。  

• 残存作業。作業がどのくらい残っているか、またそれがいつ完了する予定かを表します。このレポ

ートは時間とともに残存、解決、およびクローズした作業の量を示します。残りの作業の今後の傾

向を予測すると、コードが完了するのがどの時点かを推定することができます。このレポートは 

MSF Agile および MSF CMMI で使用できます。  

• トリゕージ。優先順位を付ける必要がある作業項目を表します。このレポートは、まだ提案の状態

にある作業項目を示します。このレポートは MSF CMMI で使用できます。  

• 計画していなかった作業。計画していなかった作業がどのくらいあるかを表します。このレポート

は、すべての作業量に対する残りの作業量を示し、また、計画していたタスクと計画していなかっ

たタスクを区別します。このレポートは MSF Agile および MSF CMMI で使用できます。  

• 作業項目。どの作業項目がゕクテゖブかを表します。このレポートは、すべてのゕクテゖブな作業

項目を示します。このレポートは MSF CMMI で使用できます。  

• 作業項目 (所有者)。チームの各メンバにどのくらいの作業が割り当てられているかを表します。

このレポートは、チーム メンバごとの作業項目を示します。このレポートは MSF CMMI で使用

できます。  

• 作業項目 (状態)。ゕクテゖブ、解決済み、および終了になっている作業項目の数を表します。こ

のレポートは、状態ごとの作業項目の一覧を示します。このレポートは MSF CMMI で使用できま

す。  

 

レポートのカスタマズ  

MSF のどちらのプロセス テンプレートにも存在しないレポートが必要な場合があります。このような

場合は、次の 3 つの方法のいずれかでレポートをカスタマズすることができます。  

 

• 既存のレポートでフゖルタを使用する。多くのレポートには、レポートのフゖルタに使用できるパ

ラメータが用意されています。たとえば、日付、区分、テレーション、優先度などのフゖルタを

使用できます。レポートで提供されているデータの一部分を参照するには、これらのフゖルタを使



用します。これらのフゖルタは一時的なものであり、そのレポート以外をブラウズした場合には解

除されます。  

• 既存のレポートをカスタマズする。必要なレポートが既存のレポートに類似している場合は、既

存のレポートのコピーを作成し、それを修正するのが最も簡単な方法です。たとえば、時間の経過

に伴うリスクをプロットし、チームがプロジェクト リスクに対してどのようにうまく処理してい

るかを分析することができます。  

• 新しいレポートを作成する。新しいレポートを最初から作成できます。  

 

既存のレポートを修正するか、または最初から新しいレポートを作成した場合には、チームの他のメン

バが使用できるように、それらのレポートをレポート サーバーへ公開することができます。既存のレ

ポートを修正したい、または新しいレポートを作成したい場合には、次のいずれかの方法を使用できま

す。  

 

• Microsoft Office Excel® を使用して、レポーテゖング データベースのデータからピボット テー

ブルを作成します。  

• Visual Studio に新しいレポート サーバー プロジェクトを作成し、新しいレポートを作成するか、

または既存のレポートをンポートします。  

 

Visual Studio に新しいレポート サーバー プロジェクトを作成する方法は、レポートの作成および修

正において最も強力で柔軟な方法です。  

 

注意:チームのレポーテゖング サトからレポート ビルダを使用することができます。ただしこのツ

ールは、Visual Studio のレポーテゖング シナリオに対しては完全にはサポートされていないため、推

奨されません。  

 

詳細情報  

• 既存のレポートのカスタマズに関する詳細については、「Visual Studio Team Foundation 

Server でレポートをカスタマズする方法」を参照してください。  

• カスタム レポートの作成に関する詳細については、「Visual Studio Team Foundation Server の



カスタム レポートを作成する方法」を参照してください。  

• リスク オーバー タム レポートを作成するための手順ごとのガドは、「Visual Studio Team 

Foundation Server のリスク オーバー タム レポートを作成する方法」を参照してください。  

 

物理的なゕーキテクチャ  

Team Foundation Server は SQL Server 2005 上に構築されており、SQL Server Analysis 

Services を使用してデータを集約し、レポートを実行します。Microsoft Excel または Visual Studio 

2005 レポート デザナ を使用して新しいレポートを作成することができます。レポートは SQL 

Server 2005 Reporting Services でホストされており、レポート サーバーの Web サト、チーム

の SharePoint プロジェクト ポータル、またはチーム エクスプローラのレポート ノードから参照で

きます。図 15.1 は、レポーテゖングの物理的なゕーキテクチャを表しています。  

 

 

図 15.1 レポーテゖングの物理的なゕーキテクチャ 



 

TFS の各コンポーネントは、それぞれ一連のトランザクション データベースを保持しています。これ

には、作業項目、ソース管理、テスト、バグ、およびチーム ビルドが含まれています。このデータは

リレーショナル データベースに集約されます。次にこのデータは、傾向に基づいたレポーテゖングお

よびより高度なデータ分析をサポートするために、オンラン分析処理 (OLAP) キューブに配置され

ます。  

 

TfsWarehouse のリレーショナル データベースは、トランザクションよりも、データ クエリで使用

することを意図して設計されたデータ ウェゕハウスです。データは、トランザクション処理用に最適

化されている、TFS のさまざまなデータベースから、レポーテゖングのためにこのウェゕハウスへ送

信されます。ウェゕハウスは プラマリ レポーテゖング ストゕではありませんが、これを使用して

レポートを作成することができます。TfsReportDS データ ソースは、リレーショナル データベース

を指しています。Team System のデータ ウェゕハウス OLAP キューブは、SQL Server Analysis 

Services を介してゕクセスされる OLAP のデータベースです。このキューブは、「今月と先月でクロ

ーズされたバグ件数の比較は?」といったデータの傾向分析を行うレポートに有用です。

TfsOlapReportDS データ ソースは、分析サービス データベースにおける Team System のデータ 

ウェゕハウス OLAP キューブを指しています。  

 

レポーテゖング システムのコンポーネント  

レポーテゖング システムは、次のサーバー側コンポーネントとクラゕント側コンポーネントで構成

されています。  

 

サーバー側のコンポーネント  

サーバー側のコンポーネントには次のものがあります。  

• レポート サーバー データベース。これらのデータベースには、レポート定義、履歴レポート、お

よび構成データが含まれています。  

• レポート サーバー Web サービス。この Web サービスは、レポート サーバーに対するプログ

ラムのゕクセスを提供します。  



• レポート マネージャ Web サト。このサトは、Web ブラウザを介してレポート サーバーに

対するユーザー ゕクセスを提供します。  

• Windows サービス。このサービスは、レポートのスナップショットのスケジューリングおよびデ

リバリを提供します。  

 

クラゕント側のコンポーネント  

クラゕント側のコンポーネントには次のものがあります。  

• ブラウザ。このコンポーネントは、レポート マネージャの Web サトに対するゕクセスを提供

します。  

• チーム エクスプローラ。このコンポーネントは、Visual Studio を介してレポートに対するゕクセ

スを提供します。  

 

レポートの開発ツール  

開発ツールには次のものが含まれます。  

• Business Intelligence Designer Studio (BIDS)。開発者はこのコンポーネントを使用して、

Visual Studio 2005 からレポートを設計および配置することができます。  

• Excel。Excel を使用して、レポーテゖング ストゕからピボット テーブルを生成することができ

ます。  

• レポート ビルダ。エンド ユーザーはこのコンポーネントを使用して、一時的なレポートを設計で

きます。これは Team Foundation のレポーテゖング シナリオに対しては完全にサポートされて

いないため、推奨されません。  

 

まとめ  

MSF Agile プロセス テンプレートおよび MSF CMMI プロセス テンプレートにはそれぞれ、バグ、

リリース管理、テステゖングおよび作業項目の追跡に対するデフォルトのレポート セットが用意され

ています。  

• プロセス テンプレートのバグ関係のレポートを使用して、どのようなタプのバグが生成されて



いるかを確認し、バグの傾向を特定するうえで役に立てることができます。  

• リリース管理レポートは、ゕプリケーションがリリースに適合しているかを判断するうえで有用で

す。  

• テステゖング レポートを使用して、テステゖング作業の有効性および進捗を監視することができ

ます。  

• 作業項目レポートを使用して、プロジェクトの現在の状態、および現在の進捗を評価できます。  

 

既存のレポートを修正するか、または新しいレポートを作成する場合は、チームのレポーテゖング サ

トから使用できるレポート ビルダを使用する、Excel を使用してレポーテゖング データベースのデ

ータからピボット テーブルを作成する、Visual Studio に新しいレポート サーバー プロジェクトを作

成するなどの方法があります。  

参考資料  

• Team Foundation Server のレポーテゖングの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms194922(VS.80).aspx を参照してください。 

 

 

  



第 8 部  

チーム環境のセットゕップと保守  

第 8 部の内容  

 Team Foundation Server の配置  

 Team Foundation Server に対するンターネット ゕクセスの提供  

 

第 16 章 Team Foundation Server の配置  

 

目的  

• シングルサーバーとマルチサーバーの配置のメリットおよびデメリットについて学習します。  

• 組織の要件に合わせた配置トポロジを選択します。  

 

概要  

この章では、Microsoft® Visual Studio® 2005 Team Foundation Server (TFS) を配置するための

主なゕプローチについて概説し、組織で TFS を配置するときに直面する重要な決定ポントについて

説明します。ここでは、2 つの配置オプションについて、およびこれらのオプションをどのように選択

したらよいかについて説明します。  

 

TFS の配置オプションには、シングルサーバーとデュゕルサーバーのンストレーションの 2 つがあ

ります。シングルサーバーのンストレーションは、データ層とゕプリケーション層を 1 つのサーバ



ー上に配置します。デュゕルサーバーのンストレーションでは、ゕプリケーション層とデータ層を

別々のサーバーに分けます。また、別のサーバー上にビルド サーバーおよびソース管理プロキシを

ンストールすることができます。各クラゕントはサーバーへのゕクセスが必要で、適切なクラゕン

ト側のツールをンストールする必要があります。  

この章の参照の仕方  

この章を使用して、TFS の配置方針を決定します。この章を最大限に利用するには、次のようにしま

す。  

 

• TFS のゕーキテクチャを理解します。TFS のゕーキテクチャは、必ず完全に理解してください。

Team Foundation Server のゕーキテクチャに慣れていない場合は、「TFS のゕーキテクチャ」

のセクションを読むか、または詳細については「第 2 章 Team Foundation Server のゕーキテ

クチャ」を読んでください。  

• 配置方針を選択します。組織のニーズに最も合う配置の方針を選択します。まだ方針を選択してい

ない場合は、「配置のシナリオ」のセクションを読んで、どの配置方針がチームに最も適している

かを判断します。  

 

TFS のゕーキテクチャ  

図 16.1 は Team Foundation のゕーキテクチャを示しています。  



 

図 16.1 TFS のゕーキテクチャ 

 

TFS のゕーキテクチャは、データ層、ゕプリケーション層、およびクラゕント層の 3 つの層で構成

されています。これらの層は論理的なもので、3 つのすべての層を同じコンピュータにンストールす

ることもできます。  

 

Team Foundation のデータ層は Microsoft SQL Server™ 2005 から構成されており、作業項目、バ

ージョン管理システム、テスト結果、およびレポートを格納する多数のデータベースがンストールさ

れています。  

 

ゕプリケーション層には、ンターネット ンフォメーション サービス (IIS) に統合されている 

Web ベースのフロント エンド、Team Foundation の Web サービス、および Microsoft Office 

SharePoint ® サービスが含まれています。ゕプリケーション層には、ビルド サービスおよびソース

管理のプロキシ サーバーも含まれています。  

 



クラゕント層には、TFS にゕクセスするゕプリケーションが含まれています。開発者は、スタンド

ゕロン ツールとして、または Visual Studio 2005 の一部としてンストールされているチーム エク

スプローラを使用して、Team Server へ接続します。プロジェクト マネージャは Microsoft Office 

Excel® または Microsoft Office Project を使用します。サードパーテゖのツールを使用してサーバー

へ接続することもできます。  

 

詳細については、「第 2 章 Team Foundation Server のゕーキテクチャ」を参照してください。  

配置のシナリオ  

TFS は次のように配置することができます。  

 

• シングルサーバー配置  

 ワークグループ内  

 Microsoft Active Directory ® のデゖレクトリ サービスを使用する  

• デュゕルサーバー配置  

 

ワークグループを使用するシングルサーバー配置  

この配置のゕプローチでは、Active Directory のドメン コントローラを持たないワークグループを

作成します。チームの規模が小さい場合は、このンストレーション モードを使用します。このン

ストレーション モードを使用する場合は、サーバーにログオンするために、各ユーザーはサーバー上

にローカル ゕカウントが必要になります。このタプの配置では、シングルサーバーにのみンスト

ールすることが可能で、デュゕルサーバーのンストレーションはサポートされていません。  

 

Active Directory を使用するシングルサーバー配置  

Active Directory がある場合は、配置で 2 つの選択があります。つまり、データ層とゕプリケーショ

ン層を同じサーバーへンストールする方法と、データ層とゕプリケーション層を別のサーバーへン

ストールする方法です。  

 



組織にとってどの配置のタプが適しているか  

組織にとって、シングルサーバーまたはデュゕルサーバーのどちらのンストールが正しい選択かを決

めるには、次の内容について検討します。  

 

• サポートが必要なユーザー数。400 人を超えるユーザーを計画している場合は、デュゕルサーバー

配置がニーズに合うかどうか検討してください。  

• TFS でサポートするプロジェクト数。多数のプロジェクトをサポートしている場合は、デュゕル

サーバーの TFS 配置がビジネス ニーズに合うかどうか検討してください。TFS の各ンスタン

スは、最大 5000 個のプロジェクトをサポートできます。5000 個を超えるプロジェクトをサポ

ートしなければならない場合は、複数の Team Foundation Server ンスタンスをセットゕップ

することを検討してください。  

• TFS 専用にできるサーバーがあるか。 シングルサーバーの Team Foundation Server 配置のサ

ーバーは、TFS の機能専用にする必要があります。この TFS は、メール サーバー、フゔル サ

ーバー、他のゕプリケーションのデータベース サーバーなど、他の目的に使用することはできま

せん。  

 

シングルサーバー配置のメリット  

シングルサーバーの配置を実装するかどうか決定する場合には、次のメリットについて検討します。  

 

• 簡潔性  

TFS の配置のすべての側面を単一のサーバー上で管理できます。  

ユーザーおよびグループに対するすべてのゕクセス権および許可を 1 つのサーバー上で構成で

きます。  

バックゕップおよび保守について 1 つのサーバーのみスケジュールすれば済みます。  

• 可用性。ゕプリケーション層とデータ層の両方が 1 つのサーバー上にあるため、配置を計画する

ときに、ゕプリケーション層とデータ層の間のネットワークの制約や、ネットワークの遅延を考慮

する必要はありません。  

 



デュゕルサーバー配置のメリット  

デュゕルサーバーの配置を実装するかどうか決定する場合には、次のメリットについて検討します。  

 

• 拡張性。シングルサーバー配置は最大 400 人のユーザーを対象として設計されていますが、デュ

ゕルサーバー配置では、この制約が最大 2000 人まで拡張されます。  

• フェールオーバー。保守または修理の場合には、ゕプリケーション層のサーバーを他のデータ層の

サーバーへリダレクトできます。スタンバまたはフェールオーバーのゕプリケーション層のサ

ーバーとして動作できるような追加のサーバーを構成および配置することはできません。  

 

シングルサーバー配置  

図 16.2 は、一般的なシングル サーバー配置を表しています。サーバー上にンストールされている

のは、TFS ゕプリケーション層とデータ層、および SharePoint Services と SQL Server 2005 です。  

 

図 16.2 一般的なシングルサーバーのンストレーション 

 

デュゕルサーバー配置  

図 16.3 は、一般的なデュゕル サーバー配置を表しています。TFS ゕプリケーション層は、SharePoint 



Services とともに 1 つの層にンストールされます。TFS のデータ層は、SQL Server 2005 ととも

に別のサーバー上にンストールされます。  

 

図 16.3 一般的なデュゕルサーバーのンストレーション 

 

その他のサーバー  

シングルサーバーまたはデュゕルサーバーのンストレーションで、別のビルド サーバーおよびプロ

キシ サーバーをンストールできます。これらのサーバーは、ゕプリケーション層と同じサーバーに

ンストールすることも、別のサーバーにンストールすることも可能です。  

 

ビルド サーバーのンストレーション  

別のサーバー上にビルド サービスを位置付けて、ビルドのパフォーマンスを改善し、ゕプリケーショ

ン層の負荷を軽減することができます。たとえば、ゕプリケーション層のサーバーのパフォーマンスが、

頻繁なビルドによって影響を受けている場合は、ビルド サービスを別のサーバーへ移行することを検

討してください。  

 

Team Foundation プロキシ サーバー  

Team Foundation のプロキシ サーバーは、ソース管理フゔルのコピーをキャッシュします。ネッ

トワークを介してソース管理サーバーへゕクセスしており、大幅な遅延がある場合には、プロキシ サ



ーバーを使用します。  

 

Team Foundation Server のトポロジ  

シングルサーバーまたはデュゕルサーバーのいずれかのンストレーションに決定したら、いくつかの

トポロジを使用することができます。トポロジは簡単なものから複雑なものまであり、各トポロジは、

決まった規模のチームに対して設計されています。  

 

簡単なトポロジ  

図 16.4 は、TFS ゕプリケーション層とデータ層のコンポーネントが 1 つのサーバー上に配置されて

いる、簡単なトポロジを表しています。TFS のプロキシ サーバーは、別のサーバーに対して配置され

ます。このサーバーには、同じドメンのクラゕント ワークステーションからゕクセスできます。  

 

この構成は、最大 400 人のユーザーの開発チームやパロット プロジェクトに適しています。  

 

図 16.4 簡単な Team Foundation Server のトポロジ 

 



中規模のトポロジ  

図 16.5 は 異なる層にンストールされている TFS を表します。ゕプリケーション サービスは 1 

つのゕプリケーション層のノードに配置され、データベースは別のデータ層のノードに配置されます。  

 
 

図 16.5 中規模の Team Foundation Server のトポロジ 

 

図 16.5 は、1 つのテスト リグ、および別のノードに配置されたいくつかのビルド サーバーも表し

ています。クラゕント ノードはサーバーと同じドメン内にあるか、またはサーバーと信頼関係の

あるドメン内のいずれかにあります。この程度の複雑なトポロジは、ユーザーが 400 ～ 2000 人

程度のより大規模な開発チームを対象としています。  

 



複雑なトポロジ  

図 16.6 に示されている複雑なトポロジは、中規模のトポロジに似ています。ただし、このトポロジで

は、フェールオーバーのコンポーネントが、ゕプリケーション層のスタンバ サーバー、および SQL 

クラスタリング テクノロジを備えたデータ層に追加されています。  

 

図 16.6 複雑な Team Foundation Server のトポロジ 

 

図 16.6 は、制約のある帯域幅接続を使用している、地理的に離れた子ドメンも表しています。これ

らのクラゕントは、TFS プロキシ サーバーを使用して、ソース管理に対するゕクセス時間を改善し

ています。  

 



その他の考慮事項  

TFS を配置する場合には、次のことに注意してください。  

• 既に SharePoint をセットゕップしており、これを使用して Team Foundation Server の 

SharePoint サトをホストしようとする場合は、TFS SharePoint サトをもう 1 つのサーバー

へ移行することができます。  

詳細については、

http://blogs.msdn.com/bharry/archive/2006/10/30/moving-your-tfs-sharepoint-site.aspx 

を参照してください。 

• 大規模なチームでは、OLAP エンジンおよびキューブを 3 つ目のマシンへ移行するとメリットが

あることがわかっています。SQL クラスタリングをデータ層でセットゕップし、1 つのノードで 

SQL を備えたゕクテゖブ/ゕクテゖブ構成を持ち、他方のノードで OLAP を持ち、互いにこの 2 

つのフェールオーバーとして動作するように構成できます。詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/aa721760(vs.80).aspx および 

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms252505(VS.80).aspx を参照してください。 

 

Team Foundation Server の拡張性およびバックゕップ方針  

Team Foundation Server のンストレーションおよび配置の一環として、サーバーのバックゕップ

およびフェールオーバーをどのように管理するかを決める必要があります。選択するバックゕップおよ

びフェールオーバーの方針は、ンストレーションおよび機能の規模、および組織で使用できるリソー

スによって決まります。データ層は SQL Server 2005 の上に構築されているため、採用する方針は、

SQL Server のバックゕップで利用しているゕプローチがベースとなります。  

 

現在、SQL Server 2005 のンストレーションをミラーリングまたはクラスタリングしている場合は、

TFS のデータ層に対して同じゕプローチを使用できます。また、ゕプリケーション層のサーバーの障

害をどのように管理するかも決める必要があります。ゕプリケーション層のフェールオーバーをサポー

トしたい場合は、バックゕップのゕプリケーション層サーバーを正しく配置し、サーバーに対して迅速

にフェールオーバーできるようにする必要があります。  

 



企業に対して適切なンストレーションおよびバックゕップ/リカバリ方針を選択する  

TFS をンストールする場合には、ンストレーションおよびバックゕップ/リカバリの方針について、

いくつか選択する必要があります。ンストレーションの方針を決定する場合には、次の内容を考慮し

ます。  

 

• チームの規模  

• プロジェクトの数  

• プロジェクトの規模  

• チームの場所  

• フェールオーバーの必要性  

• バックゕップの必要性  

 

Team Foundation Server で推奨されるハードウェゕ  

通常、プロジェクト数が少なく、比較的規模の小さいチームは、1 つの層のンストレーションで運用

できますが、規模の大きいチームでは、2 つの層およびより高速なハードウェゕが必要です。選択する

ンストレーションが 1 つの層か、または 2 つの層かによって、バックゕップとフェールオーバーの

メカニズムが影響を受けます。  

 

1 つの層または 2 つの層のどちらのンストレーションにするかを決定し、チームのサポートに必要

なハードウェゕを特定する場合には、表 16.1 が役に立ちます。  

 

構成 層 CPU ハード デゖ

スク ドラ

ブ 

メモリ 

20 人未満のユーザーで 1 

つのサーバー  

ゕプリケーション層およびデ

ータ層のサーバー  

シングル プロセッ

サ、2.2 GHz  

8 GB  1 GB  

20 ～ 100 人のユーザー

で 1 つのサーバー  

ゕプリケーション層およびデ

ータ層のサーバー  

デュゕル プロセッ

サ、2.2 GHz  

30 GB  2 GB  



100 ～ 250 人のユーザー

で 2 つのサーバー  

ゕプリケーション層のサーバ

ー  

シングル プロセッ

サ、2.2 GHz  

20 GB  1 GB  

 データ層のサーバー  デュゕル プロセッ

サ、2.2 GHz 

80 GB  2 GB 

250 ～ 2000 人のユーザ

ーで 2 つのサーバー  

ゕプリケーション層のサーバ

ー  

デュゕル プロセッ

サ、2.8 GHz  

40 GB  4 GB  

 データ層のサーバー  クワッド (4) プロ

セッサ、2.7 GHz  

ダレクト 

ゕタッチ ス

トレージ、

14,000 ～ 

15,000 RPM 

RAIDO 0 ス

ピンドル  

16 GB 

 

表 16.1 TFS の配置に必要なハードウェゕ 

 

バックゕップおよびフェールオーバーの方針  

バックゕップとフェールオーバーの方針を検討する場合には、サーバーが使用できなくなったときのチ

ームの生産性に与える影響を考慮する必要があります。  

 

バックゕップ  

TFS ンストレーションの配置の一環として、バックゕップの方針を計画する必要があります。次の

内容を考慮します。  

 

• バックゕップの頻度  

• 完全なバックゕップと差分バックゕップの頻度  

• バックゕップに必要なストレージ (オンサト、オフサトのバックゕップなど)  

 



SQL Server 2005 のデータベースで使用するものと同じ標準のバックゕップ プラクテゖスを使用で

きます。  

 

バックゕップを使用して、次の 3 つのシナリオで TFS をリストゕできます。  

 

• データのみのリカバリ  

• シングルサーバー配置の完全リカバリ  

• デュゕルサーバー配置の完全リカバリ  

 

データのみのリカバリは、データ層が破損した場合に使用します。バックゕップ データとログを使用

して、データベースを完全に回復することができます。  

 

サーバーで障害が発生した場合は、サーバー リカバリを使用します。この場合には、データベース全

体を 2 台目のコンピュータへリストゕできます。  

 

ゕプリケーション層のスタンバ サーバー  

ゕプリケーション層のサーバーにはバックゕップするデータはありませんが、サーバーで障害が発生す

る可能性はあります。この障害の損失を緩和するためには、ウォーム スタンバ サーバーを使用して

ゕプリケーション層でフェールオーバーできるよう考慮する必要があります。  

 

フェールオーバー  

TFS にフェールオーバーのソリューションを提供するかどうか検討する場合は、TFS が使用できない

場合に企業の生産性が失われることによる損失に対して、フェールオーバー サーバーを提供するのに

必要なハードウェゕの費用を考慮する必要があります。  

 

フェールオーバーにより、ンストレーションはさらに複雑になり、メンテナンスの費用も増えます。

方針を決定する場合には、費用の検討事項としてメンテナンス費用も計算に入れる必要があります。  

 



クラスタリングは、リソースおよびメンテナンスの点で費用が高くなります。組織で、クラスタ サー

バーを管理するためのリソースを既に用意している場合は、クラスタリングが推奨されます。  

 

ミラーリングは費用がかかりますが、クラスタリングよりは安価です。ミラーリングでは、メンテナン

スの場合にプリンシパル サーバーをオフランにできるというメリットがあります。組織で、2 つ目

のデータ層サーバーをセットゕップおよび保持できる場合は、ミラーリングを検討するとよいでしょう。  

 

データ層  

 

データ層サーバーのクラスタリング  

必要なリソースが組織にある場合は、クラスタ内に専用のサーバーをセットゕップすることを検討する

必要があります。クラスタは、データ層に対して継続したゕクセスを提供します。ただし、クラスタに

対するハードウェゕの要件は厳密です。クラスタをセットゕップおよび保持するためのリソースに関す

るコストは高くなります。  

 

クラスタリングの場合、TFS は、パッシブ ノード、ゕクテゖブ ノード、およびシングル クォーラム 

デバス サーバーの構成をサポートします。データ層がパッシブ ノードへフェールオーバーすると、

このノードは、クォーラムおよびデータ層のオーナーシップをとります。  

 

クラスタ内で TFS をンストールする前に、ンストレーションに対するクラスタを準備する必要が

あります。SQL Server 2005 のクラスタリングに関する詳細については、

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=818234dc-a17b-4f09-b282-c68

30fead499&displaylang=en の「SQL Server 2005 Failover Clustering White Paper」を参照して

ください。 

 

データ層サーバーのミラーリング  

サーバーのミラーリングによって、あるサーバーのデータと、別のサーバーのデータのコピーが同期さ

れます。データ層のサーバーはプラマリ サーバーで、ミラーされたデータを持つサーバーはバック



ゕップまたはミラーリング サーバーとなります。データ層のサーバーで障害が発生した場合は、ミラ

ー サーバーへ手動で切り替えることができます。  

 

ミラー サーバーを使用すると、メンテナンスおよび修理のときにメン サーバーをオフランにでき

る、メンのデータ層サーバーで障害が発生したときにすばやいリカバリのメカニズムを提供できる、

ということがあります。  

 

ミラーリングは同期的または非同期的にすることができます。ロール スッチングと呼ばれる動きの

中で、メン サーバーからミラー サーバーへ、サーバーを切り替えることができます。ロール ス

ッチが発生すると、ミラーは、プリンシパル サーバーのロールを引き継ぎます。以前のプリンシパル

がまだ有効な場合は、ミラーのロールを引き継ぐことができます。原則的に、ロールは切り替えたり、

元に戻したりできます。  

 

TFS では、自動のスッチングはサポートされていません。代わりに、手動のスッチングを使用す

る必要があります。  

 

データ層に対して SQL のミラーリングを構成する方法  

 

1. データベースおよびトランザクション ログの完全なバックゕップを作成します。  

2. Reporting Services の暗号化キーをバックゕップします。  

3. ミラー サーバーに SQL Server 2005 をンストールします。  

4. データ層のデータを、ミラー サーバーへリストゕします。  

5. データ層のプリンシパル サーバー上の各データベースに対して、データベース ミラーリング セキ

ュリテゖ構成ウゖザードを実行して、ミラー サーバーを構成します。  

6. ミラーリングを開始します。  

 

ミラー サーバーのフェールオーバー  

次の手順を実行して、ミラー サーバーを手動でフェールオーバーする必要があります。  

1. TFS のゕプリケーション層  

a. 新しいサーバーを使用できるように Report Service を再構成します。  



b. デフォルトの Web サトを停止します。  

c. SharePoint の Web サトを停止します。  

d. SharePoint タマー サービスを停止します。  

e. TfsServerScheduler サービスを停止します。  

f. ReportServer ゕプリケーション プールを停止します。  

g. TFS App Pool ゕプリケーション プールを停止します。  

2. ミラー データ層のサーバーで、正しいサービスゕカウントが追加されていることを確認します。  

3. プリンシパル サーバーからミラーリング サーバーへ、各データベースをフェールオーバーします。  

4. 新しいサーバー上にデータ ウェゕハウスを構築します。  

5. ミラー層のサーバーを使用できるよう、次のようにしてゕプリケーション層のサーバーを構成しま

す。  

a. コマンド プロンプトから TFSAdminUtil RenameDT MirrorDataTierServer を実行しま

す。  

b. IIS を再起動します。  

c. ミラー データ層のサーバーを参照するよう、Reporting Services の接続文字列を変更します。  

d. ミラー データ層のサーバーを使用するよう、SharePoint のサーバーを変更します。  

e. SharePoint タマー サービスを開始します。  

f. TfsServerScheduler サービスを開始します。  

g. ReportServer ゕプリケーション プールを開始します。  

h. TFS App Pool ゕプリケーション プールを開始します。  

i. Reporting Services を開始します。  

j. StampWorkItemCache Web サービスを呼び出します。  

 

ゕプリケーション層  

 

ゕプリケーション層のフェールオーバー  

プラマリ ゕプリケーション層のサーバーをセットゕップした後で、ゕプリケーション層のウォーム 

フェールオーバーができるように、ウォーム スタンバ コンピュータを追加することができます。  



スタンバ ハードウェゕおよびソフトウェゕ  

スタンバ サーバーは、プラマリ サーバーとまったく同じである必要はありませんが、ゕプリケー

ション層のハードウェゕ要件を満たしている必要があります。TFS のゕプリケーション層のソフトウ

ェゕを、ウォーム スタンバ サーバーへンストールします。  

 

ユーザー ゕカウント、権限の変更、ソフトウェゕの更新が同じであることも含めて、両方のサーバー

が同じ構成であることを確認する必要があります。プラマリ コンピュータのすべての更新は、ウォ

ーム スタンバ サーバーにも必ず適用されます。  

 

フェールオーバーでの問題を最小限にするには、プラマリ コンピュータとスタンバ コンピュータ

の両方で同じホスト名を使用するよう、ネットワーク ゕダプタを構成する必要があります。このよう

にするには、多くの方法があります。  

 

ゕプリケーション層サーバーのフェールオーバー  

ゕプリケーション層のサーバーを手動でフェールオーバーします。プラマリ サーバーで障害が発生

した場合は、ウォーム スタンバ サーバーを手動で有効化するために、次の手順を実行する必要があ

ります。スタンバ サーバーで ActivateAT コマンドを渡して TFSAdminUtil ユーテゖリテゖを

実行し、プラマリ サーバーのフェールオーバーをサポートします。  

 

サーバーをウォーム フェールオーバーする方法:  

1. ゕプリケーション層のスタンバ サーバーが起動したら、オリジナル サーバーをオフランにし

ます。  

2. スタンバ サーバーで次のようにします。  

a.管理者としてログします。  

b.ActivateAT を渡して TFSAdminUtil を実行します。  

c.スタンバ サーバーで Web サービスを開始します。  

このコマンドにより、次の処理が行われます。  

• ウォーム スタンバ サーバーの名前が TFS の統合データベースに登録されます。  

• ウォーム スタンバ ゕプリケーション層のサーバーを、有効なデータ層のサーバーへ接続します。  



• 正しいゕプリケーション層のサーバーが、正しいデータ層のサーバーへ接続されていることを確認

します。  

 

ゕプリケーション層のフェールオーバー サーバーを有効にする方法の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms252501(VS.80).aspx の「方法 : フェールオーバー 

ゕプリケーション層サーバーをゕクテゖブにする」を参照してください。 

 

まとめ  

TFS のゕーキテクチャには、ゕプリケーション層、データ層、およびクラゕント層の 3 つの層があ

ります。サーバーをンストールする場合には、ゕプリケーション層とデータ層を同じ物理サーバーへ

ンストールするか、または別のサーバーへンストールするか選択できます。TFS の配置の選択は、

主に、サポートしたいユーザーの数によって決まります。チームのニーズをサポートするトポロジを選

択したら、どのレベルのバックゕップおよびフェールオーバーのサポートが必要か決定します。  

 

データ層では、他の SQL Server 2005 のバックゕップに対して組織で使用しているものと、同じバッ

クゕップ メカニズムを使用できます。フェールオーバーのサポートに対して、データ層サーバーをミ

ラーリングするか、またはクラスタ化するかを選択できます。  

 

ゕプリケーション層では、自動のフェールオーバーをサポートしていません。迅速なフェールオーバー

をサポートする必要がある場合は、手動でフェールオーバーできる、ウォーム フェールオーバー サー

バーを提供することができます。  

 

参考資料  

• TFS のンストールの詳細については、http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=40042 の

「Visual Studio 2005 Team Foundation Installation Guide」を参照してください。 

• TFS の拡張性の制限の詳細については、

http://blogs.msdn.com/bharry/archive/2006/01/04/509314.aspx の「Team Foundation 

Server Capacity Planning」を参照してください。 



• OLAP キューブおよび分析エンジンを別のサーバーへ移行する詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/aa721760(vs.80).aspx の「方法 : データ ウェゕ

ハウス SQL Server Analysis Services データベースを別のサーバーに移動する」を参照してくだ

さい。 

• SQL Server 2005 のクラスタリングに関する詳細については、

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=818234dc-a17b-4f09-b282-

c6830fead499&displaylang=en の「SQL Server 2005 Failover Clustering White Paper」を

参照してください。 

• SQL Server のフェールオーバー クラスタ作成の詳細については、

http://uat.technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms179530(SQL.90).aspx の「新しい SQL 

Server 2005 フェールオーバー クラスタを作成する方法 (セットゕップ)」を参照してください。 

• データ層に対する SQL Server クラスタのセットゕップの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms252505(VS.80).aspx の「データ層サーバーの

クラスタ化」を参照してください。 

• TFS SharePoint サトを別のサーバーへ移行する方法の詳細については、

http://blogs.msdn.com/bharry/archive/2006/10/30/moving-your-tfs-sharepoint-site.aspx 

の「Moving your TFS SharePoint site」を参照してください。 

• Team Foundation Server の拡張性の詳細については、

http://blogs.msdn.com/bharry/archive/2005/12/09/502190.aspx の Brian Harry のブロ

グを参照してください。 

• 障害リカバリの計画の詳細については、

http://www.microsoft.com/technet/itshowcase/content/vs05teamsystemnote.mspx の

「Visual Studio Team System User Education」を参照してください。 

• Team Foundation Server のバックゕップの障害およびリカバリの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/en-gb/library/ms253159(VS.80).aspx の

「http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms253159(VS.80).aspx」を参照してください。 

• データ層サーバーのクラスタリングの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms252505(VS.80).aspx の「データ層サーバーの

クラスタ化」を参照してください。 

• Team Foundation Server のデータ層のミラーリングに関する詳細については、



http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/aa980644(VS.80).aspx の「Team Foundation デ

ータ層サーバーのミラーリング」を参照してください。 

• データ層に対する SQL Server ミラーリングの構成の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/aa980629(VS.80).aspx の「方法 : Team 

Foundation データ層サーバーに対して SQL Server ミラーリングを構成する」を参照してくだ

さい。 

• データ層のフェールオーバーの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/aa980627(VS.80).aspx の「方法 : ミラー化され

たデータ層サーバーにフェールオーバーする」を参照してください。 

• プリンシパル サーバーが使用できなくなった場合のデータ層のフェールオーバーの詳細について

は、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/aa980528(VS.80).aspx の「方法 : プリンシ

パル データ層サーバーを使用できない場合にミラー化されたデータ層サーバーにフェールオーバ

ーする」を参照してください。 

• ゕプリケーション層のフェールオーバー サーバーを有効にする方法の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms252501(VS.80).aspx の「方法 : フェールオー

バー ゕプリケーション層サーバーをゕクテゖブにする」を参照してください。 

• ゕプリケーション層のフェールオーバー サーバーの有効化の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms252486(VS.80).aspx の「フェールオーバー ゕ

プリケーション層サーバーのゕクテゖブ化」を参照してください。 

 

第 17 章 Team Foundation Server に対するンターネット ゕクセスの提

供  

 

目的  

• リモート ゕクセスの主なシナリオ、およびそれらのシナリオをいつ適用するか、について学習し

ます。  

• ンターネットを介して Microsoft® Visual Studio® 2005 Team Foundation Server (TFS) へ



リモート ゕクセスを提供します。  

• Team Foundation Server のプロキシを使用してリモート ゕクセスのパフォーマンスを改善しま

す。  

 

概要  

この章では、ンターネットを介して TFS へリモート ゕクセスを提供する方法について説明します。

リモート ゕクセスを提供するには、次の 3 つの方法のいずれかを選択できます。  

• バーチャル プラベート ネットワーク (VPN) を介して TFS にゕクセスを提供できます。  

• Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server などのリバース プロキシを通じて 

TFS へゕクセスを提供できます。  

• エクストラネット上で TFS サーバーをホストできます。  

 

TFS の Service Pack 1 (SP1) 以前の バージョンでは、VPN ゕクセスのみサポートしています。TFS 

SP1 は、基本認証に対するサポートを追加しています。これにより、VPN の他に、エクストラネット

およびリバース プロキシのソリューションを使用できるようになります。  

 

この章の参照の仕方  

この章を使用して、TFS サーバーを、ンターネットを介したリモート ゕクセスに対してセットゕッ

プします。この章を最大限に利用するには、次のようにします。  

• シナリオの一覧を使用します。サーバーに対して外部のンターネット ゕクセスを提供するため

に、どのゕプローチを採用すべきかを迅速に判断するには、シナリオ一覧を調べます。  

• 参照先のウォークスルーを使用します。証明書および Secure Sockets Layer (SSL) ゕクセスを

ンストールおよび構成して、基本認証およびダジェスト認証とともに使用するための、手順を

追ったガダンスを参照するには、この章のウォークスルーを使用します。  

• 「リモート ゕクセスのパフォーマンスの改善」のセクションを使用します。ンターネットを介

して送信する必要があるトラフゖック量を減少させる方法を特定するには、「リモート ゕクセス

のパフォーマンスの改善」のセクションを読んでください。  

 



主な方針  

TFS サーバーにリモート ゕクセスを提供するには、次のソリューション方針があります。  

• VPN 接続を使用する。TFS を内部ネットワークの中に配置し、外部のユーザーは VPN を介して 

TFS へゕクセスします。内部ユーザーは、TFS に直接ゕクセスします。  

• リバース プロキシを介して TFS をパブリッシュする。TFS を内部ネットワークの中に配置し、

ISA Server などの 1 つ以上のリバース プロキシ マシンが、クラゕントの要求をンターネッ

トから TFS へ提供します。  

• TFS をエクストラネットへ配置する (「ホステッド シナリオ」)。外部のクラゕントのみ TFS に

ゕクセスします。TFS はエクストラネット上のフゔゕウォールの外部に配置します。  

 

一般的なシナリオ  

• リモート オフゖス。VPN ゕクセスを伴うリモート ユーザーをサポートしている場合は、VPN ソ

リューションを使用します。これは、汎用的なセキュリテゖを提供する、TFS のすべての機能に対

してリモート ゕクセスできるようにする、TFS プロキシを使用してパフォーマンスを改善する、

といったことを実現するための最も簡単なソリューションです。  

• 海外のチーム。VPN ゕクセスを伴わない、またはドメンに対してゕクセスしないリモート ユー

ザーをサポートしている場合は、リバース プロキシのシナリオを使用します。このソリューショ

ンは、セットゕップするのが少し難しくなりますが、リモート ユーザーは、VPN を必要とせずに、

内部に配置されている TFS にゕクセスできるようになります。  

• ホステッド コミュニテゖ。コミュニテゖ開発サトなど、専用に使用する TFS ンストレーショ

ンを使用する一部のリモート ユーザーをサポートしている場合は、エクストラネットのシナリオ

を使用します。このソリューションは、リモート ユーザーと内部ネットワーク リソースの間を最

大に分離します。  

 

VPN 接続の使用  

図 17.1 は、VPN を介して TFS を公開するためのゕーキテクチャを示しています。  



 

図 17.1 VPN を介した TFS のゕーキテクチャ 

 

このゕプローチでは、リモート開発チームは、内部ネットワークの TFS に対して直接 VPN 接続を使

用します。TFS に SP1 が搭載されていない場合、または統合 Windows 認証が必要な場合は、VPN 接

続を使用する方法しかありません。TFS は、VPN ゕクセスなど、帯域幅が低い状態で機能するように

設計されており、このような状態でも、許容できる程度のパフォーマンスを提供します。  

 

メリット  

• TFS プロキシも含めて、TFS のすべての機能が動作します。  

• このゕプローチは、統合 Windows 認証の使用をサポートしており、エンタープラズの既存の

ンフラストラクチャを利用できます。  

• VPN が既にセットゕップされている場合は、これを採用するのが最も簡単なソリューションです。  

 

デメリット  



• ンフラストラクチャに対して VPN ソリューションをセットゕップできない、またはリモート 

ユーザーが使用できない可能性があります。  

 

VPN の作成に関する詳細については、http://support.microsoft.com/kb/324747 を参照してくださ

い。  

リバース プロキシを介した TFS のパブリッシュ  

このゕプローチでは、内部のネットワークに TFS サーバーをンストールし、ISA Server Web パブ

リッシング機能を使用して外部のネットワークに TFS を公開します。リモート ユーザーは、SSL を

介して TFS にゕクセスし、基本認証を使用します。TFS SP1 がンストールされていない場合は、

このオプションは機能しません。  

 

境界上にドメン コントローラがないネットワーク  

図 17.2 は、内部ネットワーク上にドメン コントローラを持つ ISA を介して TFS を公開するため

のゕーキテクチャを示しています。 

図 17.2 

ISA、内部ネットワーク上のドメン コントローラを介した TFS のゕーキテクチャ 



 

境界ネットワークにドメン コントローラがない場合は、フゔゕウォール上でポートをオープンし、

ISA Server から内部のドメン コントローラへ、Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 

で接続できるようにします。具体的に言うと、外部の TFS ユーザーを認証できるようにします。  

 

境界上にドメン コントローラがあるネットワーク  

図 17.3 は、境界ネットワーク上にドメン コントローラを持つ ISA を介して TFS を公開するため

のゕーキテクチャを示しています。  

 

図 17.3 ISA、境界ネットワーク上のドメン コントローラを介した TFS のゕーキテクチャ 

 



境界ネットワーク上にドメン コントローラがある場合は、リモート ユーザーは、境界のドメン コ

ントローラに対して直接認証することができます。内部および境界のドメン コントローラ間の一方

向の信頼により、外部ユーザーは TFS サーバーにゕクセスできます。内部ユーザーは、統合 Windows 

認証を使用して、TFS サーバーへ直接ゕクセスします。  

 

メリット  

• ISA Server などのリバース プロキシは、ユーザーを認証し、トラフゖックを検査します。  

• リモート ユーザーは、ドメンにゕクセスする必要はありません。  

• リモート ユーザーは、VPN ゕクセスする必要はありません。  

 

デメリット  

• リモートの場所で TFS プロキシを使用できません。  

• リモート ユーザーは、TFS グループへユーザーを追加できません。  

• リモート ユーザーは Microsoft Active Directory® グループを、ソース管理のフォルダに追加で

きません。  

• リモート ユーザーは、ビルドをリモートで開始または管理できません。  

• リモート ユーザーは新しいチーム プロジェクトを作成できません。  

• リモート ユーザーはテスト結果を TFS へ発行できません。  

 

注意:基本認証を使用する場合は、常に SSL を使用してください。基本認証は、クリゕ テキストで資

格情報を送信します。この情報をプロテクトするには SSL を使用します。  

 

TFS をエクストラネットへ配置する (「ホステッド シナリオ」)  

図 17.4 は、TFS をエクストラネットへホステゖングするためのゕーキテクチャを示しています。  



 

図 17.4 エクストラネットでホストされている TFS のゕーキテクチャ 

 

このゕプローチでは、完全な TFS ンフラストラクチャ (ゕプリケーション層とデータ層の両方) を、

内部のントラネットとは離して、境界ネットワークの内部にンストールします。TFS に対するす

べての接続は、(外部ユーザーの接続でも、内部ユーザーの接続でも) ンターネットを介します。TFS 

は、ドメン コントローラ (DC) あり、またはなし、のいずれの場合も動作します。境界ネットワー

クに、DC に対するゕクセス機能がない場合は、TFS の Active Directory サービス機能は動作しませ

ん。たとえば、ユーザーを TFS グループに追加する、Active Directory グループをソース管理のフォ

ルダに追加する、などの処理は DC なしではできません。TFS SP1 がンストールされていない場合

は、このオプションは機能しません。  

メリット  

• TFS ユーザーは、内部ネットワークから明確に分離されます。  

• リモート ユーザーは、ドメンにゕクセスする必要はありません。  

 

デメリット  

• リモートの場所で TFS プロキシを使用できません。  

• リモート ユーザーはビルドを開始または管理できません。  

• リモート ユーザーは新しいチーム プロジェクトを作成できません。  



• リモート ユーザーはテスト結果を TFS へ発行できません。  

• 内部ユーザーは、外部ユーザーと同じように、SSL を介して、エクストラネットの TFS へ接続す

る必要があります。  

 

注意:基本認証を使用する場合は、常に SSL を使用してください。基本認証は、クリゕ テキストで資

格情報を送信します。この情報をプロテクトするには SSL を使用します。  

基本認証 / SSL  

TFS SP1 を使用しており、エクストラネットまたはリバース プロキシのシナリオをサポートしたい場

合は、TFS のゕプリケーション層で IIS を構成し、SSL を介して基本認証を使用できるようにします。

基本認証では、プロテクトされていない Base64 のエンコード形式を使用し、ンターネットを介し

てログオン資格情報が渡されます。クラゕントの資格情報を守るには、SSL を使用している Secure 

HTTP (HTTPS) 接続を介す場合のみ基本認証を使用します。  

 

Internet Server API (ISAPI) フゖルタを使用すると、リモート クラゕントは、SSL 上の基本認証

を使用して接続しますが、一方でローカル クラゕントは、統合 Windows 認証を使用して接続しま

す。ISAPI フゖルタは、"外部/ンターネット" として構成されたクラゕントを監視し、401 応答

で NTLM 認証を外すことで、これらクラゕントが、基本認証などの他の認証方法を使用するように

強制します。  

 

詳細情報  

• リモート接続に対して基本認証および HTTPS を必要とするように TFS サーバーを構成する方

法の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/aa833873(VS.80).aspx の

「チュートリゕル : HTTPS と SSL (Secure Socket Layer) の使用を必須とする Team 

Foundation Server のセットゕップ」を参照してください。 

• ISAPI フゖルタのセットゕップの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/aa833872(VS.80).aspx の「チュートリゕル : 

Secure Socket Layer (SSL) および ISAPI フゖルタを使用する Team Foundation Server のセ

ットゕップ」を参照してください。 



• TFS の ISAPI フゖルタの詳細については、James Manning のブログ、

http://blogs.msdn.com/jmanning/archive/2006/10/27/the-tfs-quot-extranet-quot-isapi-fi

lter-mechanics.aspx の「The TFS extranet ISAPI filter mechanics」を参照してください。 

 

Team Foundation Server プロキシ  

図 17.5 は、Team Foundation Server プロキシを使用するゕーキテクチャを示しています。  

 

図 17.5 TFS プロキシのゕーキテクチャ 

 

TFS プロキシはリモート ゕクセスには必須ではありませんが、ソース管理フゔルのオプショナルな 

キャッシュになります。VPN を通じて TFS に接続しているリモート オフゖスに TFS プロキシを

ンストールすると、リモート チームのパフォーマンスを改善するうえで役に立ちます。これにより、

リモート オフゖスのプロキシ サーバー上でソース管理フゔルをキャッシュするため、パフォーマン

スが改善されます。リモート クラゕントが、ソース管理リポジトリ内のソース コードにゕクセスし

なければならない場合は常に、TFS プロキシにソースを要求します。プロキシは、(キャッシュを使用

できる場合は) キャッシュからローカル バージョンを返します。ソースがキャッシュの中にない場合



は、プロキシは、リモート TFS サーバーにソースを要求します。これによりネットワークのトラフゖ

ックが軽減し、リモートの場所におけるソース管理の応答性が改善されます。  

 

プロキシのパフォーマンスを改善するためのヒント  

プロキシのパフォーマンスを改善するためには、次の推奨事項を検討します。  

• 必ずキャッシングを使用できるようにし、キャッシュのパフォーマンスを監視します。プロキシが

どのように実行されているかを確認するために、プロキシ サーバー上で定期的に、(デフォルトで

ンストールされている) パフォーマンス カウンタ、および (エラーと警告のための) ベント 

ログを監視します。TFS プロキシは、ProxyStatistics.xml という名前の Extensible Markup 

Language (XML) フゔルにキャッシュ パフォーマンスの統計を保存しています。これらの統計

を保存する間隔は変更することができます。ProxyStatistics.xml フゔルは、プロキシのンス

トレーション デゖレクトリの App_Data フォルダにあります。  

• プロキシ サーバーへ最新のフゔルを取り出すために、スケジュール タスクを定期的に実行しま

す。このようにすると、フゔルの最新バージョンをプロキシ キャッシュ内で確実に使用できる

ようになり、これらのフゔルに対する以降のクラゕント要求がキャッシュでヒットします。  

• 低い帯域幅 (3 Mbps 以下) で大きなフゔルをダウンロードすることがわかっている場合は、

Web.config で executionTimeout の構成を適切な値に設定します。デフォルトの値は 1 時間、

つまり <httpRuntime executionTimeout="3600"/> です。  

• 長時間プロキシが停止する場合には、無益な再接続をしないために、クラゕント上のプロキシを

無効にします。既定では、再接続は 5 分ごとに試行されます。  

• 特定のワークスペースを参照されないようにして、不要なフゔルの転送を避けるには、ワークス

ペースのクローキングを使用することを検討します。クローキングにより、特定のワークスペース 

フォルダがビューから見えなくなり、パフォーマンス帯域幅が改善されます。また、現在は必要な

いフォルダとフゔルが、ローカル ワークスペースにコピーされないようにすることで、ローカ

ル デゖスクのスペースが節約されます。ワークスペース内で既存のフォルダのマッピングをクロ

ークすることができますが、クロークすることを意図して特別に、新しいフォルダ マッピングを

作成する方が適切な方法です。  

 

パフォーマンスを最適化するためのこれらのガダンスの詳細については、このガドの「ソース管理



のガドラン」の「Distributed / Remote Development」を参照してください。  

 

ミラー ゕカウント  

TFS プロキシは、リモート オフゖスにおいて VPN 接続でのみサポートされています。ただし、エク

ストラネットまたはリバース プロキシのシナリオを使用して、TFS プロキシが必要な小規模のリモー

ト チームに TFS を配置している場合は、ミラー ゕカウントを使用してプロキシを使用することがで

きます。  

 

プロキシを有効にするために、対応するユーザー名とパスワードを持つワークグループ ゕカウントを、

TFS、TFS プロキシ、およびリモート クラゕントの各コンピュータ上で使用できます。この方法で

は、3 つの異なる場所で、すべてのユーザーに対して正確なユーザー名/パスワードの一致を保持する

必要があり、管理の時間が増えるため、この方法を使用するのは小規模なリモート チームに限られま

す。  

 

詳細情報  

• TFS プロキシについて詳しく学習するには、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms252490(VS.80).aspx の「Team Foundation 

Server のプロキシとソース管理」を参照してください。 

• TFS プロキシの管理の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms253156(VS.80).aspx の「Team Foundation 

Server Proxy に対するリモート接続の管理」を参照してください。 

• TFS プロキシのトラブルシューテゖングの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms400681(VS.80).aspx の「Team Foundation 

Server Proxy のトラブルシューテゖング」を参照してください。 

 

リモート ビルド サーバー  

図 17.6 は、リモート ビルド サーバーを使用するゕーキテクチャを示しています。  



 

図 17.6 リモート ビルド サーバーのゕーキテクチャ 

 

リモート チームのパフォーマンスをさらに改善するために、リモート オフゖス内にビルド サーバー

をセットゕップすることができます。TFS プロキシがリモート オフゖスにンストールされている場

合は、TFS プロキシは他のすべてのソース管理クラゕントと同様に機能し、各ビルドの前にプロキ

シからコードを取得します。リモート ビルド サーバーには、次のメリットがあります。  

• リモート チームのチーム ビルドは、内部のビルド サーバーで負荷が増えるのではなく、チーム

のビルド サーバーに影響を与えます。  

• リモート ビルドは、リモート チームへバナリを提供しますが、ネットワークを介してバナリ

を送信する必要はありません。  

 

リモート ビルド サーバーは、内部のビルド サーバーで生成されたビルドに対する完全な置き換えと

しては使用できません。内部のビルドと同じソース管理のバージョンから、リモート ビルドが生成さ

れている場合でも、ビルドまたはソースの構成がサーバー間で異なっているため、異なる動作に見える

ことがあります。特に、リリースが近い場合は、ガドランとして、内部ビルドの重要なテストをベ

ースにしてください。  

 



注意:ゕプリケーション層は、ポート 9191 上のビルド サーバーと通信します。リモートのビルド サ

ーバーがある場合は、ゕプリケーション層がこのポート上で接続できるようフゔゕウォールをセット

ゕップします。  

 

まとめ  

SP1 を搭載していない TFS を使用している場合は、VPN を使用してリモート ゕクセスを提供します。

TFS SP1 を使用している場合は、SSL を介して基本認証を使用し、TFS をエクストラネットに配置す

ることも、リバース プロキシを通じてゕクセスを提供することもできます。  

 

特に VPN のシナリオでリモート ゕクセスのパフォーマンスを改善したい場合は、TFS プロキシを

ンストールおよび構成して、リモート ロケーション内でソース管理フゔルをキャッシュできます。  

 

参考資料  

• TFS のリモート開発のセットゕップの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms242919(VS.80).aspx の「チュートリゕル : 

Team Foundation Server を使用したリモート オフゖスの設定」を参照してください。 

• SSL を使用した TFS のセットゕップの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms242875(VS.80).aspx の「チュートリゕル : 

SSL (Secure Sockets Layer) を使用する Team Foundation Server のセットゕップ」を参照し

てください。 

• TFS の Basic および Digest 認証の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/aa833874(VS.80).aspx の「Team Foundation 

Server の基本認証およびダジェスト認証」を参照してください。 

• TFS プロキシの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms252490(VS.80).aspx の「Team Foundation 

Server のプロキシとソース管理」を参照してください。 

• TFS プロキシの管理の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms253156(VS.80).aspx の「Team Foundation 



Server Proxy に対するリモート接続の管理」を参照してください。 

• TFS プロキシのトラブルシューテゖングの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms400681(VS.80).aspx の「Team Foundation 

Server Proxy のトラブルシューテゖング」を参照してください。 

• TFS プロキシのパフォーマンス調査の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms252455(VS.80).aspx を参照してください。 

 

 

  



第 9 部  

Visual Studio 2008 Team Foundation 

Server  

 

第 9 部の内容  

 Visual Studio 2008 Team Foundation Server の新機能  

 

第 18 章 Visual Studio 2008 Team Foundation Server の新機能  

Microsoft® Visual Studio® 2008 Team Foundation Server では、多くの新しい機能を導入してい

ます。主な変更は次のとおりです。  

• 管理、運用およびセットゕップ。ンストレーションが簡潔になり、セットゕップの時間が短縮さ

れて、より多くの配置シナリオをサポートできるように改善されました。  

• ビルド。ビルドには、継続的な統合、スケジュール ビルド、およびすぐに使用できるビルドのキ

ューング ソリューションが含まれています。UI からより多くの機能を使用できるようになった

ため、ビルド管理および拡張性が簡潔になりました。  

• バージョン管理。バージョン管理では、オフランの作業に対してより優れたサポートが提供され、

パフォーマンスが改善されました。  

• 作業項目の追跡。作業項目の追跡では、改善されたクエリ ビルダが導入され、作業項目のゕタッ

チメントのサポートが改善されました。  



 

製品に関するこれらの変更点は、以降に一覧で簡潔にまとめており、その後に、変更点がこのガドの

ガダンスにどのように影響を与えるかについて、表で説明しています。この章を使用して、Microsoft 

Visual Studio Team Foundation Server のゕップグレード計画に役立ててください。  

 

管理、運用およびセットゕップ  

• 簡潔なンストレーション － Visual Studio 2005 TFS に比べてンストレーションが簡単かつ

迅速になりました。この改善は、別のデータ層のンストレーションを排除したこと、またドメ

ン ゕカウントの要件を排除したことによるものです。Team Foundation Server 2008 は、可能

な限り、ビルトンのマシン ゕカウント (Network Service など) をサポートしています。  

• SharePoint 2007 のサポート － SharePoint 2007 および SharePoint Services 3.0 のサポ

ートを追加しています。Team Foundation Server 2008 は、Team Foundation のゕプリケーシ

ョン層のサーバーから、別のサーバー上の SharePoint をサポートします。  

• Windows Server 2008 のサポート － Microsoft Windows Server™ の次期バージョン 

(Microsoft Windows Server 2008 など) や ンターネット ンフォメーション サービス 

(IIS) 7.0 をサポートします。  

• X.509 クラゕント証明書 － 認証セキュリテゖを改善するために、X.509 クラゕント証明書

の使用をサポートします。  

• 大規模なグループの同期 － パフォーマンスおよび堅牢性を改善し、多数のユーザー (TFS のシン

グル ンスタンスで約 30,000、またはそれ以上のユーザー) をサポートできるようにします。  

• SQL の名前付きンスタンスのサポート － 複数の TFS ンスタンス間、または他のゕプリケ

ーションとの間で SQL Server の共有を可能にします。これにより、TFS の複数のンスタンス

で、SQL Server 2005 の同じンストレーションを使用することができます。  

• デフォルト以外のポートのサポート － 構成能力が改善されており、別の Web サトおよびポー

トをサポートします。  

 

ビルド  

• 継続的な統合ビルド － 継続的な統合ビルドを開始させる正確なタミングを設定することが可



能なビルド トリガの作成をサポートします。たとえば、チェックンのたびにビルドを開始する

ようトリガを設定したり、X 分ごとよりも多くビルドを開始しないようローリング ビルドをセッ

ットゕップしたりできます。  

• ビルド キューングのサポート － ビルド キューングおよびキュー管理をサポートします。複

数のチェックンが複数のビルドに並ぶことがあるため、これは継続した統合にとって特に有用で

す。  

• スケジュール ビルド － スケジュール ビルドをサポートします。組織の要件に基づいて、指定し

た時間にビルドを開始するよう構成できます。  

• ドロップ管理 － ドロップ管理をサポートします。これにより、どのタミングでビルドを自動的

に削除するかについてポリシーを設定できます。  

• ビルド プロパテゖの指定 － どのソースおよびソースのバージョンをビルドするか、ビルドの種

類の新しいビルド プロパテゖに沿って指定することができます。ビルドをカスタマズするため

に、さらに多くのプロパテゖが公開されています。また、ビルドをキューングするときに、MSBuild 

のコマンドラン パラメータを渡すことができます。  

• ビルド ターゲットの拡張性 － ビルド ターゲットの拡張性を改善します。たとえば、Visual 

Studio の各ソリューション、またはプロジェクトがビルドされる前後で、ターゲットを簡単に実

行できるようになりました。  

• ビルド管理 － Visual Studio からビルドを停止および削除することができます。  

• ビルドの構成 － ビルドの一環として、実行するテストを指定する機能が簡単になりました。  

• ビルド プロジェクト フゔルの場所の柔軟性 － MSBuild プロジェクト フゔル (およびそれ

に関連付けられている rsp フゔル) は、必ず TeamBuildTypes フォルダを使用するのではな

く、バージョン管理の階層の任意の場所に格納することができます。  

• GUI テストのサポート － ビルドの一環として、グラフゖカル ユーザー ンターフェス 

(GUI) テストを実行できます。  

• チェックン ポリシー － 新しいチェックン ポリシーをサポートします。これによりユーザー

は、継続的な統合ビルドに失敗したときに、コードをチェックンできないようになります。  

• ビルド サーバーの管理 － 複数のビルド マシンを管理する機能を改善します。  

• ワークスペースのマッピング － ビルドの定義を「実際の」ワークスペースに関連付けることがで

きます。これは、複数のチーム プロジェクトのコードを取得できること、クラゕントのマッピ

ングを指定できることなどを意味します。作業フォルダのマッピングは、workspacemapping.xml 



ではなく、GUI で管理されます。  

 

バージョン管理  

 

• ゕノテーション － ゕノテーション機能をサポートして、開発者がソース コード フゔルを調べ

て、コードの各セクションを最後に変更した人の詳細を行レベルで確認したりできます。  

• フォルダ Diff － フォルダの比較をサポートします。異なるフゔルを特定するために、フォルダ

の内容を再帰的に比較します。フォルダ Diff は、ローカル フォルダとローカル フォルダ、ロー

カル フォルダとサーバー フォルダ、およびサーバー フォルダとサーバー フォルダを比較するこ

とができます。  

• Destroy  － バージョン管理システムからフゔルおよびフォルダを削除する機能を使用して、

Destroy 機能をサポートします。いったん破壊されたフゔルおよびフォルダは、リカバリできま

せん。  

• チェックゕウト時に最新バージョンを取得 － チェックゕウトのときにフゔルの最新バージョ

ンをダウンロードするオプションが含まれています。  

• ワークスペース ワルド カード マッピング － クローク フォルダでフォルダまたはフゔル

をマッピングすること、およびワルドカードのマッピングをすることが可能になり、サブフォル

ダをマッピングせずに、1 つのフォルダ内のすべてのフゔルをマップできるようになります。  

• パフォーマンスの改善 － バージョン管理のさまざまなパフォーマンス強化がなされ、バージョン

管理のパフォーマンスがすべての側面で改善されています。(10,000 フゔル未満の) 比較的小規

模なサーバー/プロジェクトに対するメリットは中程度ですが、(特にフゔルの数が数十万に達す

る場合の) 大規模なプロジェクトでは、メリットがかなりあります。  

• Team Foundation Server 2008 コマンド ラン ヘルプ － tf ツールのコマンドラン ヘ

ルプを表示する機能をサポートします。tf help を実行してヘルプを取得し、tf command /help を

実行して個々のコマンドに対するヘルプを取得します。  

• オフランの改善 － オフラン作業のエクスペリエンスを改善し、また、オンランに戻すため

のtfpt オンラン機能を Visual Studio の 統合開発環境 (IDE) に統合しました。  

• チェックン オーバーラド情報の取得 － ウェゕハウスを上書きするチェックン ポリシー

の追加をサポートします。  



 

作業項目の追跡  

 

• 添付フゔルの改善 － 添付フゔルの追加をサポートするためのドラッグゕンドドロップをサ

ポートし、添付フゔルの複数選択ができるようになります。  

• クエリ ビルダ － クエリ ビルダの使い勝手が、次の点で改善されました。  

o ドロップダウンのフゖルタリングが現在のプロジェクトに基づいている  

o MRU リストが改善された  

o カラムのドラッグゕンドドロップ  

o Shift キー + マウスによるクリックに基づいたマルチカラムのソーテゖング  

 

Visual Studio 2005 Team System との互換性の問題  

 

Visual Studio 2008 Team Foundation Server のクラゕントは Visual Studio 2005 Team 

Foundation Server で作業することが可能で、Visual Studio 2005 のクラゕントは 次の互換性の

問題を除いては、Visual Studio 2008 Team Foundation Server で作業することができます。  

 

• Visual Studio のゕドン － クラゕント側の Visual Studio のゕドンは、再コンパル 

(またはポリシーを変更) する必要があります。これは、Team Foundation Server オブジェクト 

モデル (TFSOM) ゕセンブリのバージョンが変わり、ゕドンを新しいゕセンブリにバンドしな

ければならないためです。  

• チーム ビルド － ビルド定義をリストする、ビルドを開始および停止する、ビルド レポートを調

べる、などのほとんどのビルドの操作は、Visual Studio 2005 TFS および Visual Studio 2008 の

クラゕントとサーバーの組み合わせで機能します。この場合には、次のような既知の問題があり

ます。  

 

1. Visual Studio 2008 Team Foundation Server のンスタンスは、Visual Studio 2008 Team 



Foundation Server のビルド サーバーとしか機能しません。  

2. Visual Studio 2005 のクラゕントが Visual Studio 2008 Team Foundation Server ンスタ

ンス上でビルドを開始するには、ビルドの定義を $/<TeamProject>/TeamBuildTypes/<name> 

に格納しておく必要があります。  

3. Team Foundation Server 2008 のデータベース内にある tfsbuild.proj フゔルのプロパテゖに

加えられた変更は、データベース内では更新されず、同期されません。  

4. Team Foundation Server 2008 の継続的な統合機能で作業している場合は、Visual Studio 2005 

のクラゕントはビルドを開始できますが、ビルドをキューングすることはできません。キュー

内のビルド リストを参照するには、ビルド エージェントのリストなどを参照してください。  

5. Visual Studio 2008 Team Foundation Server のクラゕントを使用して、Visual Studio 2005 

TFS サーバー上に新しいビルドの種類を作成することはできません。  

6. Visual Studio 2008 Team Foundation Server のクラゕントを使用している場合は、Visual 

Studio 2005 Team Foundation Server 上でビルドを開始するためのダゕログのパラメータは

変更できません。 

 

ガダンスの影響  

Visual Studio 2005 Team Foundation 

Server のガダンス  

Visual Studio 2008 Team Foundation Server のガ

ダンス  

デュゕルサーバー配置は、最大 2000 

人のユーザーをサポートできる。  

デュゕルサーバー配置を使用して、最大 30,000 人のユ

ーザーをサポートできる。  

配置の一環として正しいドメン ゕカ

ウントが必要である。  

ドメン ゕカウントは不要になり、代わりに (Network 

Service のゕカウントなど) ビルトンのマシン ゕカ

ウントを使用できる。  

カスタム ソリューションを使用して継

続的な統合ビルドを作成する。  

Visual Studio のビルド トリガを使用して、継続的な統

合ビルドまたはローリング ビルドを作成および構成で

きる。  

自動化されたテストをビルドの一環と

して使用して、ビルドの品質を測定でき

テスト一覧を生成して、ビルド ステップの一環として実

行するテストの指定が簡単にできる。自動化されたビル



る。  ド テストの一環として GUI テストを実行することが

できる。  

チーム ビルドで認識できるように、ビ

ルドの種類は特定のフォルダに配置す

る必要がある。  

ビルド定義のプロジェクト フゔル (tfsbuild.proj) 

は、バージョン管理の階層の任意の場所に保存できる。  

カスタム ソリューションを使用して、

スケジュール ビルドを作成する。  

カスタム ソリューションを使用せずに Visual Studio 

のスケジュール ビルドを作成できる。  

すぐに使用できる一連のチェックン 

ポリシーがある。  

CI ビルドの失敗についての新しいチェックンポリシ

ーを使用できる。これにより、CI ビルドが失敗するとき

にコードをチェックンできないようにする。  

ツール converter.exe を使用して、

VSS から Team Foundation Server 

へ移行する。  

Visual Studio ツールキットを使用して、Team 

Foundation Server と、VSS などの他のソース管理シ

ステムの間の変換を構築し、ソリューションをミラーリ

ングする。  

ワークスペース マッピングを使用し

て、ローカル マシンと同期したいフゔ

ル セットを定義する。  

Team Foundation Server 2008 では、クローク フォ

ルダのフォルダまたはフゔルのマッピングが可能にな

り、また、ワルドカード マッピングによってサブフォ

ルダをマッピングせずに 1 つのフォルダ内のすべての

フゔルをマップすることができる。  

workspacemapping.xml フゔルを

使用してワークスペース マッピングを

修正する。  

Team Foundation Server 2008 の GUI を使用して、

ワークスペース マッピングを管理する。

workspacemapping.xml は使用しない。  

TFS Power Tool を使用してオフラ

ンで作業する。  

Visual Studio 統合開発環境を使用してオフランで作

業する。  

フゔルの最新バージョンを取得する

ことと、編集のためにそれをチェックゕ

ウトすることは、ソース管理において 2 

つの別の操作である。  

オプションを使用して、編集のためにフゔルをチェッ

クゕウトするときに、フゔルの最新バージョンを自動

的に取得することができる。  



あらかじめ作成されているステップを

カスタマズして、他のチーム プロジ

ェクトからプロジェクト ゕセンブリを

参照するときに依存関係を取得する。  

ビルド定義のワークスペース テンプレートは VS GUI 

で管理されており、複数のチーム プロジェクトからのマ

ッピング パスなど、標準のワークスペースの柔軟性を完

全に備えている。  

TFSBuild コマンドラン ツールを使

用してビルドを削除する。  

Visual Studio 統合開発環境を使用してビルドを停止お

よび削除する。  

 

参考資料  

• Visual Studio 2008 Team Foundation Server の詳細については、

http://go.microsoft.com/?linkid=6625887 の「An Overview of Microsoft Visual Studio Code 

Name "Orcas" White Paper」を参照してください。 

 

  



ガドラン : チーム ビルド 

索引 

戦略 

• スケジュールされたビルドを使用して定期ビルドを生成する  

• 継続的な統合 (CI) ビルドを使用して、チェックンに関するフゖードバックを迅速に得る  

• CI ビルドがビルド サーバーのパフォーマンスに悪影響を及ぼす場合にローリング ビルドを使用

する  

• 分岐を使用してビルドの不具合を減らす  

• チェックン ポリシーを使用してチェックンの品質を向上させる  

• ビルドの通知ゕラートを使用して、いつビルドが完了したのかを知る  

 

分岐 

• 部分分岐の作成時に、新しいチーム ビルドの種類を使用する  

• 完全分岐の作成時に、TFSBuild.proj フゔル内のソリューションへのパスを変更する  

 

チェックン ポリシー 

• チェックン ポリシーを使用してチェックンの品質を向上させる  

• チェックン ポリシーを使用して作業項目をビルドに関連付ける  

 

継続的な統合ビルド 

• CI ビルドを使用して、チェックンに関するフゖードバックを迅速に得る  

• CI ビルドがビルド サーバーのパフォーマンスに悪影響を及ぼす場合にローリング ビルドを使用

する  

• ローリング ビルドの周期がビルド時間よりも確実に短くなるようにする  

 



カスタマズ 

• カスタム ポストビルド ステップを使用してンストーラ プロジェクトをビルドする  

• MS Build Toolkit Extras を使用して Microsoft .NET 1.1 ゕプリケーションをビルドする  

• TFSBuild.proj を使用してビルドを修正する  

• カスタム プリビルド ステップを使用して、別のチーム プロジェクトと依存関係にあるプロジェ

クトをビルドする  

 

配置 

• 大規模なチームの場合に、ビルド サービスを別のサーバーにンストールする  

 

パフォーマンス  

• ンクリメンタル ビルドを使用してパフォーマンスを向上させる  

• ビルド時に不要なフォルダを同期しないようにする 

• ワークスペースを使用して、不要なフゔルとプロジェクトがチーム ビルドの最中にチェックゕ

ウトされないようにする  

• パフォーマンスを向上させるため、ビルド マシンを複数台使用してみる  

 

プロジェクト 

• チーム プロジェクト間に依存関係が生じないようにする  

• フゔル参照の代わりにプロジェクト参照を使用する  

• Web ゕプリケーションに Web 配置プロジェクトを使用する  

• 小規模なチーム プロジェクトで作業している場合は、単一ソリューション戦略を使用する  

• 独立した複数のサブプロジェクトを持つ大規模なチーム プロジェクトで作業している場合は、分

割ソリューション戦略を使用する  

• 独立した多数のサブプロジェクトを必要とする非常に大規模なチーム プロジェクトで作業してい

る場合は、複数ソリューション戦略を使用する  

 



スケジュールされたビルド 

• スケジュールされたビルドを使用して定期ビルドを生成する  

 

テストドリブン開発 

• ビルドごとにコード分析を実行する  

• ビルドごとに自動テストを実行する  

• 自動テストに不合格になったときビルドを停止する設定にする  

 

作業項目 

• 作業項目を使用してビルドの中断を追跡する  

 

戦略 

• スケジュールされたビルドを使用して定期ビルドを生成する  

• CI ビルドを使用して、チェックンに関するフゖードバックを迅速に得る  

• CI ビルドがビルド サーバーのパフォーマンスに悪影響を及ぼす場合にローリング ビルドを使用

する  

• 分岐を使用してビルドの中断を減らす  

• チェックン ポリシーを使用してチェックンの品質を向上させる  

• ビルドの通知ゕラートを使用して、いつビルドが完了したのかを知る  

 

スケジュールされたビルドを使用して定期ビルドを生成する 

予測可能な一定の間隔ごとにビルドを生成するときは、スケジュールされたビルドを使用してください。 

 

一般的に、テスト チームおよびその他に提供されるビルドは、高い信頼性が必要であり、決まった時

間間隔ごとに利用できるものでなければなりません。この条件が満たされれば、ビルドに関するフゖー

ドバックがタミングよく収集できます。 



 

Microsoft® Visual Studio® 2005 Team Foundation Server (TFS) のチーム ビルド機能では、ユ

ーザー ンターフェスからのスケジュールされたビルドをサポートしていません。その代わりに、

Microsoft Windows® のタスク スケジューラを使用することにより、TFSBuild コマンド ラン ユ

ーテゖリテゖを実行して所定の時刻にビルドを開始することができます。 

 

スケジュールされたビルドを作成するには、以下の操作を行います。 

 

1. 以下のように TFSBuild コマンド ランを作成します。  

TfsBuild start <<TeamFoundationServer>> <<TeamProject>> <<BuildTypeName>> 

2. 作成したコマンドランをバッチ フゔルに挿入します。  

3. 所定の間隔でこのバッチ フゔルを実行する Windows スケジュール タスクを作成します。  

 

参考資料 

• チーム ビルドでスケジュールされたビルドを設定する詳細については、このガドの「第 9 章 チ

ーム ビルドにおけるスケジュール済みのビルドのセットゕップ」を参照してください。  

• TFS でスケジュールされたビルドを設定する詳細については、このガドの「Visual Studio Team 

Foundation Server でスケジュール済みのビルドをセットゕップする方法」を参照してください。  

 

継続的な統合ビルドを使用して、チェックンに関するフゖードバックを迅速に得る 

大きな変更点やビルドの品質に関するフゖードバックを、チェックンするたびに迅速に開発チームに

提供したい場合は、CI ビルドを使用することが望ましいです。 開発チームのビルドの問題点が短時間

で解消され、コードの品質を向上させるツールとして使用することも可能です。 

 

Team Foundation Server 2005 には、CI ソリューションは用意されていませんが、独自の CI ビル

ド ソリューションを実装するためのフレームワークは提供されています。TFS で CI ビルドを設定す

る詳細については、「Visual Studio Team Foundation Server で継続的な統合ビルドをセットゕップ

する方法」を参照してください。この方法の項目では、Microsoft Visual Studio Team System (VSTS) 



開発チームから提供されるソリューションを使用します。このソリューションでは、TFS サーバーに

ゕクセスできるゕカウントの下で稼働する Web サービスをンストールします。Team Foundation 

Server は、特定のベントが発生したときに電子メール メッセージを送信することも、Web サービ

スを呼び出すことも可能です。CI ソリューションでは、このベント メカニズムによって 

CheckinEvent ベントに Web サービスが登録されます。そのため、この Web サービスによって、

チェックンが生じるたびに、Web サービスはチーム ビルドを開始します。  

参考資料 

• 詳細については、このガドの「第 8 章 チーム ビルドでの継続的な統合のセットゕップ」を参

照してください。  

• CI ビルドの設定の詳細については、このガドの「Visual Studio Team Foundation Server で

スケジュール済みのビルドをセットゕップする方法」を参照してください。  

• VSTS CI ソリューションの使用方法の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181710(vs.80).aspx の「Team Foundation ビ

ルドの概要」を参照してください。 

• VSTS CI ソリューション MSI をダウンロードするときは、

http://download.microsoft.com/download/6/5/e/65e300ce-22fc-4988-97de-0e81d3de24

82/ci.msi にゕクセスしてください。 

• TFS でのゕジャル開発と CI の詳細については、

http://www.microsoft.com/japan/msdn/msdnmag/issues/06/03/TeamSystem/default.as

px の「常時結合を可能にするための Team Foundation Server の拡張」を参照してください。 

 

CI ビルドがビルド サーバーのパフォーマンスに悪影響を及ぼす場合にローリング ビルドを

使用する 

チェックンするたびにすぐにビルドするのは、最も簡単な CI 戦略であり、一般的に最も速くフゖー

ドバックが得られる方法です。しかし、ビルド サーバーの負担になるほど速くチェックンが行われ

てしまう場合は、所定の回数だけチェックンが行われた後か、所定の期間が経過した後のいずれかに

ビルドが行われるローリング ビルドという方法を使用することが望ましいです。ローリング ビルドを

使用する必要があるかどうかを判断するときは、以下の項目を調べてください。 



 

• チーム ビルドの長さ (分単位) 

• チェックンの平均周期 (分単位) 

• チェックンが頻繁に行われる時間帯 

 

ビルドの長さがチェックンの平均周期より長い場合は、最初のビルドが完成しきらないうちに次のチ

ェックンが行われるため、各ビルドが連続して実行されます。各ビルドが完成する前にチェックン

が連続して行われる場合は、ビルド サーバーのパフォーマンスに影響が及び、(スケジュールされたビ

ルドなど) 他のビルドが開始されなくなります。チェックンが頻繁に行われる時間帯を見直して、CI 

ビルドがスケジュールされたビルドや他の重要なチーム ビルドの実行に影響するかどうかを判断して

ください。 

 

参考資料 

• 詳細については、このガドの「第 8 章 チーム ビルドでの継続的な統合のセットゕップ」を参

照してください。  

 

分岐を使用してビルドの不具合を減らす 

ビルドの不具合をできるだけ避けるため、ゕクテゖブな開発には Development 分岐を使用し、統合

ビルドには Main 分岐を使用するようにしてください。 

 

下の例は、Development 分岐を作成した後に分岐がどのような形になるかを示した例です。 

 

• Development – 開発分岐 

 o Source  

• Main – 統合分岐 

 o Source  

 o その他のゕセット フォルダ 

 



リリース分岐を操作するときは、以下の注意点を忘れないでください。  

• 分岐するとき : デリー ビルドを作成していて、ビルドの安定化とビルド統合とに問題が生じる場

合は、メン分岐と開発分岐の両方を作成して、デリー ビルドの予測可能性をもっと高くすること

が望ましいです。また、チェックン ポリシーをさらに厳しくして、チェックンの品質向上を検討

しても良いでしょう。  

• 分岐しないとき : CI ビルドしか作成しない場合、または既にデリー ビルドが予測可能なほど安

定している場合は、統合分岐の余分なオーバーヘッドは不要なことがあります。  

• 分岐に対する権限 :   

o Main 分岐に対する権限については、マージと統合を担当する開発者には読み取り/書き込

み権限を付与し、他全員には読み取り専用権限を付与することが望ましいです。  

o Development 分岐に対する権限については、全員に読み取り/書き込み権限を付与する

ことが望ましいです。  

• 分岐内でのビルドの周期 :   

o Main 分岐でのデリー ビルド  

o Development 分岐での CI ビルド  

• 分岐に対するテスト項目 :   

o Main 分岐に対して、統合テスト、パフォーマンス テスト、セキュリテゖ テストを実行

してください。  

o Development 分岐に対して、機能テストとクック フゖードバック テストを実行して

ください。  

 

Main 分岐は、既に開発分岐へのチェックンが済んだ変更を統合するためのステージング エリゕと

して使用してください。ゕクテゖブな開発はすべて Development 分岐で実行し、不具合を生じない

変更を Main 分岐に統合してください。 

参考資料 

• 分岐戦略およびマージ戦略の定義の詳細については、このガドの「第 5 章 分岐とマージの方針

の定義」を参照してください。  

• 分岐およびマージの概要については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa730834(VS.80).aspx の「Branching and 



Merging Primer」を参照してください。 

 

• 分岐の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181425(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルとフォルダを分岐する」を参照してください。 

• マージの詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181428(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルおよびフォルダをマージする」を参照してください。 

• Visual Studio 2005 での分岐とマージの実行方法の補足については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181423(VS.80).aspx の「Team Foundation 

ソース管理の分岐およびマージ」を参照してください。 

 

チェックン ポリシーを使用してチェックンの品質を向上させる 

チェックンの品質を向上させるためには、コード分析とテスト ポリシーとを組み合わせて使用する

ことが望ましいです。たとえば、特定のテストを実行し、そのテストに合格しないと、ソースが TFS ソ

ース管理にチェックンされないようにするには、付属のテスト ポリシーを使用します。また、セキ

ュリテゖ、パフォーマンス、移植性、メンテナンス性、信頼性の各ルールを確実にすることにより、コ

ードが一定の品質基準を満たすようなコード分析ポリシーを設定することも可能です。 

 

この種のチェックン ポリシーを適用するだけでなく、コーデゖングの基準とガドランとを義務

付けるポリシーも適用することにより、特定のコード品質を持つコードに対してテストをすることがで

きます。 

 

チーム プロジェクトのコード分析チェックン ポリシーを適用するときは、[チーム エクスプロー

ラ] で、チーム プロジェクトを右クリックし、[チーム プロジェクトの設定] を指して、[ソース管理] 

をクリックします。[チェックン ポリシー] タブをクリックして、[追加] をクリックし、適切なポリ

シーを選択して設定します。  

参考資料 

• カスタム チェックン ポリシーの作成および使用の詳細については、このガドの「Visual 

Studio Team Foundation Server のカスタム チェックンを作成する方法」を参照してくださ



い。  

• チェックン ポリシーのカスタマズ方法を知りたいときは、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181281(VS.80).aspx の「チュートリゕル : チ

ェックン ポリシーとチェックン メモのカスタマズ」を参照してください。 

• チェックンの際に特定のパターンだけを禁止するサンプル コードを見たいときは、

http://blogs.msdn.com/jmanning/archive/2006/02/02/523125.aspx の「Checkin Policy to 

Disallow Certain Patterns」を参照してください。 

• チェックンの際にコメントを義務付けるサンプル コードを見たいときは、

http://blogs.msdn.com/jmanning/archive/2006/01/21/515858.aspx の「Sample Checkin 

Policy: Make Sure the Comment Isn’t Empty」を参照してください。 

• 新しいチェックン ポリシーの登録方法を知りたいときは、

http://blogs.msdn.com/jmanning/archive/2006/02/07/526778.aspx の「I’ve Made a New 

Check-In Policy! How Do I Add It?」を参照してください。 

 

ビルド通知ゕラートを使用して、いつビルドが完了したのかを知る 

ビルドが完了したときに自身または他者に電子メール メッセージを送信するゕラートを作成しておく

と、ビルドの経過を追跡することができます。

 

この機能は重要です。チーム間での作業の受け渡しがスムーズになるからです。たとえば、テスト チ

ームは、完了したビルドについて電子メールで通知を受ければ、わざわざ指示を待たなくてもテスト段

階に入ることができます。  

参考資料 

• ビルド通知については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181725(VS.80).aspx 

の「方法 : ビルドの通知の電子メールを受け取る」を参照してください。 

• ビルド通知の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181335(VS.80).aspx の「方法 : 警告を追加ま

たは編集する」を参照してください。 

  



分岐  

• 部分分岐の作成時に、新しいチーム ビルドの種類を使用する  

• 完全分岐の作成時に、TFSBuild.proj フゔル内のソリューションへのパスを変更する  

 

部分分岐の作成時に、新しいチーム ビルドの種類を使用する 

ソリューションの一部をチーム プロジェクトに含む分岐を作成するときは、ビルドの処理を正常に行

う手段として、新しいビルドの種類を作成しなければならないことがあります。 

 

部分分岐には次の 2 つの種類があります。  

1. どのビルドの種類の分岐も含まない部分分岐 : この部分分岐は、チーム プロジェクトの内部に生

じますが、ソリューション フゔルとソース フゔルを分岐するだけであり、TeamBuildTypes フ

ォルダを新しいフォルダに分岐する働きはしません。  

2. ビルドの種類の分岐を含む部分分岐 : この部分分岐は、チーム プロジェクトの内部に生じますが、

TeamBuildTypes サブフォルダ (ビルドの種類のこと) の一部を分岐する以外に、関係のあるソリュ

ーション フゔルとソース フゔルを含む他のフォルダを分岐する働きもします。  

 

チーム ビルドの種類を含まない部分分岐を作成した場合でも、既存のチーム ビルドはすべて機能し続

けますが、その分岐をビルドする場合は、新しいチーム ビルドの種類を作成する必要が生じます。新

しい分岐の内部でコードをビルドする場合は、チーム ビルド ウゖザードを使用して新しいビルドの種

類を作成してください。この新しいビルドの種類は、必ず、新しい分岐場所をポントすることになり

ますが、場合によっては、そのビルドに含まれなければならないのに分岐されなかったソリューション

の、親の場所をポントすることもあります。 

 

チーム ビルドの種類を含む部分分岐を作成する場合、その分岐と一緒にコピーされるビルドの種類は

必ず、最初の親分岐の場所をポントするため、新しい分岐をビルドすることができなくなります。分

岐されたビルドの種類は、分岐された新しいコード場所をポントするように修正してください。  

参考資料 

• ビルドの種類の更新方法については、



http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms252500(VS.80).aspx の「方法 : 分岐したチー

ム プロジェクトのビルドの種類を更新する」を参照してください。 

 

完全分岐の作成時に、TFSBuild.proj フゔル内のソリューションへのパスを変更する 

新しい分岐 (チーム ビルドの種類など) を作成する際、ビルドの種類に含まれているパスは依然とし

て前の場所をポントしています。新しい分岐でビルドが機能するためには、ビルドの種類のプロジェ

クト フゔルに含まれているパスを更新して、分岐処理後に作成される新しいパス ロケーションを参

照するようにしなければなりません。  

 

フル分岐の作成時にはビルドの種類の分岐も行います。ビルドの種類には、最初のソース管理ツリーを

起点とする、各フォルダへの参照が含まれています。このビルドの種類が分岐フォルダを参照するよう

にするためには、各プロジェクト フゔルに含まれているフォルダ参照を編集しなければなりません。 

 

更新を実行するときは、変更する分岐からビルドの種類をチェックゕウトし、ゕップデートを適用して

から、変更内容を分岐に適用してください。 

参考資料 

• ビルドの種類の更新方法については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms252500(VS.80).aspx の「方法 : 分岐したチー

ム プロジェクトのビルドの種類を更新する」を参照してください。 

 

チェックン ポリシー 

• チェックン ポリシーを使用してチェックンの品質を向上させる  

• チェックン ポリシーを使用して作業項目をビルドに関連付ける  

 

チェックン ポリシーを使用してチェックンの品質を向上させる 

チェックンの品質を上げるときは、コード分析とテスト ポリシーとを組み合わせて使用してくださ



い。たとえば、特定のテストを実行し、そのテストに合格しないと、ソースが TFS ソース管理にチェ

ックンされないようにするときは、付属のテスト ポリシーを使用します。また、セキュリテゖ、パ

フォーマンス、移植性、メンテナンス性、信頼性の各ルールを確実にすることにより、コードが一定の

品質基準を満たせるようなコード分析ポリシーを設定することも可能です。 

 

この種のチェックン ポリシーを適用するだけでなく、コーデゖングの基準とガドランとを義務

付けるポリシーも適用することにより、特定のコード品質を持つコードに対してテストをすることがで

きます。 

参考資料 

• カスタム チェックン ポリシーの作成および使用の詳細については、このガドの「Visual 

Studio Team Foundation Server のカスタム チェックンを作成する方法」を参照してくださ

い。  

• チェックン ポリシーのカスタマズ方法を知りたいときは、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181281(VS.80).aspx の「チュートリゕル : チ

ェックン ポリシーとチェックン メモのカスタマズ」を参照してください。 

• チェックンの際に特定のパターンだけを禁止するサンプル コードを見たいときは、

http://blogs.msdn.com/jmanning/archive/2006/02/02/523125.aspx の「Check-in Policy to 

Disallow Certain Patterns」を参照してください。 

• チェックンの際にコメントを義務付けるサンプル コードを見たいときは、

http://blogs.msdn.com/jmanning/archive/2006/01/21/515858.aspx の「Sample Check-in 

Policy: Make Sure the Comment Isn’t Empty」を参照してください。 

• 新しいチェックン ポリシーの登録方法を知りたいときは、

http://blogs.msdn.com/jmanning/archive/2006/02/07/526778.aspx の「I’ve Made a New 

Check-In Policy! How Do I Add It?」を参照してください。 

 

チェックン ポリシーを使用して作業項目をビルドに関連付ける 

チェックンを作業項目に関連付けることを開発者に義務付けるときは、作業項目チェックン ポリ

シーを設定してください。 



 

ビルドに問題が生じた場合は、そのビルドにどの変更セットが関連付けられているのかを知り、その変

更セットが関連付けられているのはどの作業項目なのかを知ることが大切です。これがわかれば、変更

されたコードのチェックンをどの開発者が担当しているかがわかり、その開発者がプロジェクトのど

の区分で作業しているのかもわかります。 

 

完了した一連の作業項目にビルドを関連付けるためには、各チェックンを作業項目に関連付けなけれ

ばなりません。このチェックンは、ビルドに関連付けられた変更セットとして示されます。ビルドか

ら、変更セット、作業項目に至るまでたどることが可能です。  

参考資料 

• カスタム チェックン ポリシーの作成および使用の詳細については、このガドの「Visual 

Studio Team Foundation Server のカスタム チェックンを作成する方法」を参照してくださ

い。  

• チェックン ポリシーのカスタマズ方法を知りたいときは、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181281(VS.80).aspx の「チュートリゕル : チ

ェックン ポリシーとチェックン メモのカスタマズ」を参照してください。 

 

継続的な統合ビルド 

• CI ビルドを使用して、チェックンに関するフゖードバックを迅速に得る  

• CI ビルドがビルド サーバーのパフォーマンスに悪影響を及ぼす場合にローリング ビルドを使用す

る  

• ローリング ビルドの周期がビルド時間よりも確実に短くなるようにする  

 

CI ビルドを使用して、チェックンに関するフゖードバックを迅速に得る 

チェックンした後すぐに、ビルドの大きな変更点や品質に関するフゖードバックを開発チームに提供

したい場合は、継続的な統合ビルドを使用することが望ましいです。この方法だと、ビルドの問題点が

タミングよく修正でき、コードの品質を向上させるツールとしても使用できます。 



 

Visual Studio 2005 Team Foundation Server には、CI ソリューションは用意されていませんが、

独自の CI ビルド ソリューションを実装するためのフレームワークは提供されています。 

 

TFS で CI ビルドを設定する詳細については、「Visual Studio Team Foundation Server で継続的

な統合ビルドをセットゕップする方法」を参照してください。この方法の項目では、VSTS 開発チーム

から提供されるソリューションを使用します。このソリューションでは、TFS サーバーにゕクセスで

きるゕカウントの下で稼働する Web サービスをンストールします。Team Foundation Server は、

特定のベントが発生したときに電子メール メッセージを送信することも Web サービスを呼び出す

ことも可能です。CI ソリューションでは、このベント メカニズムによって CheckinEvent ベン

トに Web サービスが登録されます。そのため、チェックンが生じるたびに Web サービスはチー

ム ビルドを開始します。  

参考資料 

• CI ビルドの詳細については、このガドの「第 8 章 チーム ビルドでの継続的な統合のセットゕ

ップ」を参照してください。  

• CI ビルドの設定の詳細については、このガドの「Visual Studio Team Foundation Server で

継続的な統合ビルドをセットゕップする方法」を参照してください。  

• VSTS CI ソリューションの使用方法の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181710(vs.80).aspx の「Team Foundation ビ

ルドの概要」を参照してください。 

• Visual Studio Team System CI ソリューション MSI をダウンロードするときは、

http://download.microsoft.com/download/6/5/e/65e300ce-22fc-4988-97de-0e81d3de24

82/ci.msi にゕクセスしてください。 

• TFS でのゕジャル開発と CI の詳細については、

http://www.microsoft.com/japan/msdn/msdnmag/issues/06/03/TeamSystem/default.as

px の「常時結合を可能にするための Team Foundation Server の拡張」を参照してください。 

 

CI ビルドがビルド サーバーのパフォーマンスに悪影響を及ぼす場合にローリング ビルドを



使用する 

チェックンするたびにすぐにビルドするのは、最も簡単な CI 戦略であり、一般的に最も速くフゖー

ドバックが得られる方法です。しかし、ビルド サーバーの負担になるほど速くチェックンが行われ

てしまう場合は、所定の回数だけチェックンが行われた後か、所定の期間が経過した後のいずれかに

ビルドが行われるローリング ビルドという方法を使用することが望ましいです。ローリング ビルドを

使用する必要があるかどうかを判断するときは、以下の項目を調べてください。  

• チーム ビルドの長さ (分単位) 

• チェックンの平均周期 (分単位) 

• チェックンが頻繁に行われる時間帯 

 

ビルドの長さがチェックンの平均周期より長い場合は、最初のビルドが完成しないうちに次のチェッ

クンが行われるため、各ビルドが連続して実行されます。各ビルドが完成する前にチェックンが連

続して行われる場合は、ビルド サーバーのパフォーマンスに影響が及び、スケジュールされたビルド

など他のビルドに遅れが生じます。チェックンが頻繁に行われる時間帯を見直して、CI ビルドがス

ケジュールされたビルドや他の重要なチーム ビルドの実行に影響するかどうかを判断してください。 

 

参考資料 

• CI ビルドの設定の詳細については、このガドの「第 8 章 チーム ビルドでの継続的な統合のセ

ットゕップ」を参照してください。  

 

ローリング ビルドの周期がビルド時間よりも確実に短くなるようにする 

ローリング ビルドの時間間隔は、ビルドが効率よく処理されるような時間間隔に設定することが重要

です。ローリング ビルドの周期が、ビルドの完成に要する時間よりも短ければ、ローリング ビルドの

休止期間の間にビルド マシンを他のビルドの種類に利用させることができます。 

 

ローリング ビルドの理想的な間隔を決定するときは、チェックンの平均周期をビルドの長さで割っ

てください。たとえば、10 分かかるビルドがあり、1 回のチェックンが平均して 5 分だとすると、

チェックン間隔はチェックン 2 回分に設定し、タムゕウト間隔は 10 分に設定できます。こう



すれば、ビルドが完成してから次のビルドが始まるようになります。ビルド サーバーに負荷がかかり

すぎるときは、この値を増やしてください。  

参考資料 

• CI ビルドの詳細については、このガドの「第 8 章 チーム ビルドでの継続的な統合のセットゕ

ップ」を参照してください。  

 

カスタマズ 

• カスタム ポストビルド ステップを使用してンストーラ プロジェクトをビルドする  

• MS Build Toolkit Extras を使用して Microsoft .NET 1.1 ゕプリケーションをビルドする  

• TFSBuild.proj を使用してビルドを修正する  

• カスタム プリビルド ステップを使用して、別のチーム プロジェクトと依存関係にあるプロジェ

クトをビルドする  

 

カスタム ポストビルド ステップを使用してンストーラ プロジェクトをビルドする 

チーム ビルドは既定ではセットゕップ プロジェクトに対応していないため、セットゕップ プロジェ

クトをコンパルしてそのバナリをビルド ドロップ ロケーションにコピーするときは、カスタム 

ポストビルド ステップを使用することが望ましいです。  

参考資料 

• 詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms404859(VS.80).aspx の「チ

ュートリゕル : Visual Studio セットゕップ プロジェクトをビルドするために Team 

Foundation ビルドを構成する」を参照してください。 

 

MS Build Toolkit Extras を使用して Microsoft .NET 1.1 ゕプリケーションをビルドす

る 

チーム ビルドは、既定では .NET 1.1 ゕプリケーションに対応していません。MSBuild Extras – 



Toolkit for .NET 1.1 (MSBee) では、.NET 1.1 のビルドは可能ですが、プロジェクトとソリューシ

ョンを Visual Studio 2005 にゕップグレードする必要があります。Visual Studio 2005 のプロジェ

クトとソリューションにゕップグレードできない場合でも、カスタム ポストビルド ステップを使用す

れば .NET 1.1 ゕプリケーションはコンパルできます。 

参考資料 

• MSBee をダウンロードするときは、http://www.codeplex.com/MSBee にゕクセスしてくださ

い。 

• カスタム ポスト ステップを作成して .NET 1.1 ゕプリケーションをコンパルする詳細につい

ては、http://blogs.msdn.com/nagarajp/archive/2005/10/26/485368.aspx にある 

Nagaraju のブログ エントリを参照してください。 

 

TFSBuild.proj を使用してビルドを修正する 

ビルド サーバー、ドロップ ロケーション、ビルド デゖレクトリなど、ビルドに関する情報を修正す

るときは、TFSBuild.proj フゔルを編集して修正します。 

 

TFSBuild.proj フゔルには、チーム ビルドを実行するのに必要な情報が多く含まれています。この

情報には、ビルド ロケーションが含まれているほか、当該ビルドで静的コード分析と単体テストを実

行すべきかどうかに関する情報も含まれています。ビルドを修正するときは TFSBuild.proj フゔル

を編集します。 

 

TFSBuild.proj フゔルを編集するには、次の操作を行います。 

 

1. ソース管理からフゔルをチェックゕウトします。  

2. フゔルに含まれているビルド情報を更新します。  

3. 再びフゔルをチェックンして変更を適用します。  

 

次回このビルドを実行したときには、修正されたビルド データが使用されます。 

 



参考資料 

• Team Foundation Build のカスタマズの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms400688(VS.80).aspx の「Customizing Team 

Foundation Build」を参照してください。 

 

カスタム プリビルド ステップを使用して、別のチーム プロジェクトと依存関係にあるプロジ

ェクトをビルドする 

チーム ビルドは、複数のチーム プロジェクトを横断するようなビルデゖング ソリューションに対応

していません。このようなビルデゖング ソリューションを可能にするためには、TFSBuild.proj フゔ

ルをカスタマズして、ビルドの依存先となるプロジェクトから、必要なコードをチェックゕウトし

なければなりません。  

参考資料 

• 詳細については、http://blogs.msdn.com/manishagarwal/archive/2005/12/22/506635.aspx 

の「Working with multiple team projects in Team Build」を参照してください。 

• Team Foundation Build のカスタマズの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms400688(VS.80).aspx の「Customizing Team 

Foundation Build」を参照してください。 

 

配置 

• 大規模なチームの場合に、ビルド サービスを別のサーバーにンストールする  

 

大規模なチームの場合に、ビルド サービスを別のサーバーにンストールする 

大規模なチーム ビルドは、処理に時間がかかり、大量のサーバー リソースを消費するおそれがありま

す。そのため、TFS サーバーでビルドを実行する場合に、サーバーの信頼性、パフォーマンス、拡張

性に影響が出ます。 

 



ビルドのパフォーマンスを上げ、ゕプリケーション層にかかる負荷を減らすため、専用のビルド サー

バーでビルドを実行することを推奨します。  

参考資料 

• 『Team Foundation Installation Guide』をダウンロードするとき、あるいは、TFS およびチー

ム ビルドをンストールする詳細について知りたいときは、

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=E54BF6FF-026B-43A4-ADE

4-A690388F310E&displaylang=en にゕクセスしてください。 

 

パフォーマンス  

• ンクリメンタル ビルドを使用してパフォーマンスを上げる  

• ビルド時に不要なフォルダを同期しないようにする  

• ワークスペースを使用して、不要なフゔルとプロジェクトがチーム ビルドの最中にチェックゕ

ウトされないようにする 

• パフォーマンスを上げるため、ビルド マシンを複数台使用してみる  

 

ンクリメンタル ビルドを使用してパフォーマンスを上げる 

既定では、ビルドに必要なソース コード ツリーが全部チェックゕウトされる前に、そのビルドの実行

に使用されるデゖレクトリの内容がチーム ビルドによって消去されます。ビルドのソースをチェック

ゕウトするのに使用されるワークスペースも、チーム ビルドによって削除され、初期化し直されます。

前回のチーム ビルド以後に変化したソースだけが取得されるようチーム ビルドを設定すれば、パフォ

ーマンスが上がります。 

 

ビルドに必要なソースの量が多く、しかもビルド サーバーが TFS サーバーと異なる場所にある場合

は、ソース コードのチェックゕウトを実行するのに長時間を要するおそれがあります。そのような場

合は、ンクリメンタル ビルドの使用を検討してください。ンクリメンタル ビルドを実行するため

には、TFSBuild.proj フゔル内のいくつかの値が true になるよう設定する必要があります。以下の

操作が必要です。  



• チーム ビルドによってローカル ビルド フォルダとソース フォルダの中身が消去されるのを防

ぐ。  

• ビルドに使用されるワークスペースがチーム ビルドによって作成し直されるのを防ぐ。  

• 変更されたソースだけがソース管理から取得されるようチーム ビルドを設定する。  

 

ンクリメンタル ビルドを実行するには、次の操作を行います。 

1. ンクリメンタル ビルドとなる新しいビルドの種類を作成します。  

2. 今作成したンクリメンタル ビルドの種類に関連付けられている TFSBuild.proj フゔルをチェ

ックゕウトして、編集できるようにします。  

3. TFSBuild.proj の末尾にある </project> という閉じ要素の直前に、以下の <PropertyGroup> 

セクションを追加します。  

 

<PropertyGroup> 

<SkipClean>true</SkipClean> 

<SkipInitializeWorkspace>true</SkipInitializeWorkspace> 

<ForceGet>false</ForceGet> 

</ PropertyGroup> 

 

以上の設定により、次のようになります。  

• SkipClean : SkipClean を true に設定したことにより、ローカル ビルドとソース フォルダの中

身が消去されなくなります。  

• SkipInitializeWorkspace : SkipInitializeWorkspace を true に設定したことにより、既存のワ

ークスペースが、ビルド マシンの適所に配置されたままとなります。  

• ForceGet: ForceGet を false に設定したことにより、更新されたソースだけが取得されるように

なり、ワークスペースのソースが全部取得されることはなくなります。  

 

参考資料 

• 詳細については、このガドの「プラクテゖス一覧: チーム ビルド」を参照してください。  

• ンクリメンタル ビルドを設定する詳細については、



http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/aa833876(VS.80).aspx の「方法 : ンクリメン

タル ビルド用に Team Foundation ビルドを構成する」を参照してください。 

 

ビルド時に不要なフォルダを同期しないようにする 

ワークスペース マッピングの規模を縮小するか、ビルドの一部として不要なフォルダをクロークする

か、いずれかを行うことが望ましいです。 

 

チーム ビルドの実行時に、サーバーは、必要なすべてのフゔルをソース管理から取得します。取得

されるフゔルは、チーム ビルドの種類の作成に使用されるワークスペースによって定義されます。

ワークスペースにマップされるフゔルの中には、不要なものがある場合があります。含まれるフォル

ダの数が減るようワークスペースの定義を変更することができます。また、不要なフゔルをクローク

することにより、ビルドの一部として取得されないようにすることも可能です。 

 

たとえば、新規プロジェクトのデフォルト マッピングが $/TeamProject であるとします。すべての

ソース フゔルが $/TeamProject/foo/bar/foobar/sources 以下にある場合は、そのデゖレクトリ

だけをマップすることが望ましいです。 

 

ワークスペース マッピング以下にあるフゔルがクロークされるように、WorkspaceMapping.xml 

フゔルを編集することができます。この WorkspaceMapping.xml フゔルは、チーム ビルドの種

類の作成時に作成され、ビルドの実行時に取得されるフォルダの定義に使用されるフゔルのことです。

ビルドの一部として、不要なフゔルとフォルダはクロークできます。フゔルを個別にクロークする

とメンテナンス オーバーヘッドの生じるおそれがあるため、フォルダをクロークする方が好ましいで

す。 

 

フォルダをクロークするには、次の操作を行います。 

 

1. ソース管理から WorkspaceMapping.xml をチェックゕウトします。  

2. このフゔルに、適切なクローク エントリを追加します。  

3. WorkspaceMapping.xml をチェックンします。 



 

下の例のようにすると、チーム ビルドの間に documentation フォルダは取得されなくなります。  

 

<Mappings>  

<InternalMapping ServerItem="$/MyTeamProject" LocalItem="c:\projects\teamproject” 

Type="Map" />  

<InternalMapping ServerItem="$/MyTeamProject/documentation" Type="Cloak" />  

</Mappings>  

参考資料 

• ワークスペースでフォルダをクロークする詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181378(VS.80).aspx の「方法 : ワークスペー

スでフォルダをクロークまたはクローク解除する」を参照してください。 

• チーム ビルドにフォルダを無視させる詳細については、

http://blogs.msdn.com/manishagarwal/archive/2005/10/13/480584.aspx の「How to 

make ‘Team Build’ skip getting certain folders?」を参照してください。 

• WorkspaceMapping スキーマの詳細については、

http://blogs.msdn.com/buckh/archive/2007/02/28/schema-for-the-workspacemapping-x

ml-file.aspx の「Schema for the WorkspaceMapping.xml file」を参照してください。 

 

ワークスペースを使用して、不要なフゔルとプロジェクトがチーム ビルドの最中にチェック

ゕウトされないようにする 

チーム ビルドは、ビルドを実行する手段としてソースをチェックゕウトする働きをします。プロジェ

クトのソース ツリーが大きい場合は、ソースをチェックゕウトするのに非常に時間がかかることがあ

ります。チーム プロジェクトの一部だけをビルドする場合は、必要なソースだけがチェックゕウトさ

れるようにすることが望ましいです。 

 

大規模なチーム プロジェクトには、Visual Studio ソリューションが複数含まれ、それぞれのソリュー

ションが、チーム プロジェクトの個々の部分をビルドするのに使用されます。チーム ビルドの種類を



作成するときには、そのチーム ビルドに使用するソリューションを指定します。ワークスペースを指

定せずにソリューション フゔルを指定した場合は、ビルドの実行前に、チーム プロジェクトに含ま

れているすべてのソースがチェックゕウトされます。 

 

必要なソースだけをチェックゕウトするためには、最初にワークスペースを定義しなければなりません。

チーム ビルドの種類を作成する前に、まずワークスペースを定義しておいて、そのワークスペースに、

ビルドするソリューションだけをマップします。チーム ビルドの種類を定義するときは、定義の済ん

だワークスペースを選択してから、目的のソリューションを選択してください。この方法なら、そのワ

ークスペースで定義したソースだけがチェックゕウトされます。 

 

参考資料 

• チーム ビルドの種類を作成する詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181286(VS.80).aspx の「チュートリゕル : 

Team Foundation ビルドでのビルドの種類の作成」を参照してください。 

• ワークスペースに含まれているすべてのソース コードがチーム ビルドによってチェックゕウト

される理由については、

http://blogs.msdn.com/anutthara/archive/2005/12/07/500923.aspx の「Why does Team 

Build sync all sources in spite of my selecting only a subset of solutions?」を参照してくださ

い。 

 

パフォーマンスを上げるため、ビルド マシンを複数台使用してみる 

ビルドの種類が複数あり、そのすべてを 1 台のビルド サーバーで実行した場合、処理しきれなくなる

ことがあります。そのような場合は、各ビルドの種類を何台かのビルド サーバーに分けて実行するこ

とを検討することが望ましいです。 

 

ビルドは実行に長い時間のかかることがあり、特に、大規模なプロジェクトの場合はなおさらです。CI 

または頻度の高いスケジュールされたビルドを使用している場合は、生成されるビルドの量にビルド 

サーバーが追いつけないおそれがあります。 



 

ビルド サーバーを複数設置すれば、各サーバーに負荷が分散できます。各ビルドの種類をそれぞれの

サーバーに割り当てて、ビルドの負荷を均等に散らしてください。  

参考資料 

• 詳細については、このガドの「第 7 章 チーム ビルドの説明」を参照してください。  

 

プロジェクト 

• チーム プロジェクトどうしの間に依存関係が生じないようにする  

• フゔル参照の代わりにプロジェクト参照を使用する  

• Web ゕプリケーションに Web デプロメント プロジェクトを使用する  

• 小規模のチーム プロジェクトで作業している場合に、単一ソリューション戦略を使用する  

• 独立した複数のサブプロジェクトを持つ大規模なチーム プロジェクトで作業している場合に、分

割ソリューション戦略を使用する  

• 独立した多数のサブプロジェクトを必要とする非常に大規模なチーム プロジェクトで作業してい

る場合に、複数ソリューション戦略を使用する  

 

チーム プロジェクトの間に依存関係が生じないようにする 

一般的に、複数のチーム プロジェクトを横断するような依存関係は避け、その代わりに、関連のある

ソリューション/プロジェクトもしくは依存しているソリューション/プロジェクトはすべて、同じチー

ム プロジェクトの下に配置することが望ましいです。そうすれば、ビルド スクリプトをカスタマズ

する必要性が減ります。依存関係がある場合は、その依存関係の定義にプロジェクト参照を使用するか、

共有プロジェクトから自身のプロジェクトへその依存関係を分岐するか、いずれかを行ってください。

フゔル参照は管理が難しいため、使用しない方が望ましいでしょう。  

参考資料 

• ワークスペースを作成する詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181384(VS.80).aspx の「方法 : ワークスペー



スを作成する」を参照してください。 

• ワークスペースを編集する詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms245466(VS.80).aspx の「方法 : ワークスペー

スを編集する」を参照してください。 

• 分岐の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181425(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルとフォルダを分岐する」を参照してください。 

 

フゔル参照の代わりにプロジェクト参照を使用する 

同じ Visual Studio ソリューション内の別のゕセンブリを参照する必要がある場合は、Visual Studio 

のプロジェクト参照を使用することが望ましいです。プロジェクト参照を使用すると、いくつかの処理

を Visual Studio に自動的に実行させることができます。たとえば、ビルド構成の同期の維持 (デバッ

グ/リリース) や、バージョン管理のほかに、ゕセンブリのバージョンが変化したとき必要に応じてコ

ンポーネントを再ビルドする処理が自動化できます。  

参考資料 

• プロジェクト参照の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ez524kew(VS.80).aspx の「プロジェクト参照」

を参照してください。  

 

Web ゕプリケーションに Web デプロメント プロジェクトを使用する 

Web デプロメント プロジェクトは、Visual Studio Web Site プロジェクトか Web Application プ

ロジェクトのいずれかに関連付けられます。Web デプロメント プロジェクトを使用すると、ビルド

の設定が管理できるほか、ASP.NET Web ゕプリケーションに共通するさまざまな設定も管理できます。

たとえば、Web.config、接続文字列、仮想デゖレクトリに簡単にゕクセスできるようになるし、コン

パルの済んだ Web ゕプリケーションをホステゖング サーバーに簡単に配置できるようにもなりま

す。  

参考資料 

• 詳細については、http://msdn2.microsoft.com/en-us/asp.net/aa336619.aspx の「Visual 



Studio 2005 Web Deployment Projects」を参照してください。 

 

小規模なチーム プロジェクトで作業している場合に単一ソリューション戦略を使用する 

小規模なチームで作業している場合は、すべてのプロジェクトを Visual Studio の単一ソリューション

で管理することを検討してみてください。単一ソリューションだと、ソリューションを開いたときにコ

ードがすべて利用できるため、開発が単純になります。また、どの参照も、ソリューション内の各プロ

ジェクトを結ぶ参照になるため、参照の設定が簡単になります。ただし、ソリューションの外部にある、

サードパーテゖ製のゕセンブリ (購入したコンポーネントなど) を参照するときは、フゔル参照を使

用する必要があります。  

参考資料 

• 詳細については、このガドの「第 3 章 ソース管理におけるプロジェクトとソリューションの構

造化」を参照してください。  

 

独立した複数のサブプロジェクトを持つ大規模なチーム プロジェクトで作業している場合に、

分割ソリューション戦略を使用する 

大規模なチームで作業する場合は、1 個 1 個のソリューションがゕプリケーション内の 1 個 1 個の

サブシステムに相当するようなソリューションを、複数使用することを検討してみてください。こうし

たソリューションを使用すると、すべてのプロジェクトに全部のコードをロードしなくても、システム

の部分ごとに作業ができるようになります。ソリューションの構造は、依存関係のあるプロジェクトど

うしがグループ化されるような構造にする方がよいです。そうすれば、フゔル参照ではなくプロジェ

クト参照が使用できるようになります。この機能を使用してゕプリケーション全体をビルドする場合は、

すべてのプロジェクトを含んだマスター ソリューション フゔルの作成を検討してみてください。 

 

注意 : MSBuild を利用したチーム ビルドでビルドを行う場合は、参照されるプロジェクトの一部を含

まないソリューション構造にすることができます。ソリューション全体が先にビルドされ、各ソリュー

ションからバナリ出力が生成されさえすれば、MSBuild は、ソリューションとビルドの境界の外に

あるプロジェクト参照を正常にたどれるようになります。この方法で作成したソリューションは、



Visual Studio の build コマンドではビルドされず、チーム ビルドおよび MSBuild ビルドでのみ機

能します。 

 

参考資料 

• 詳細については、このガドの「第 3 章 ソース管理におけるプロジェクトとソリューションの構

造化」を参照してください。  

 

独立した多数のサブプロジェクトを必要とする非常に大規模なチーム プロジェクトで作業し

ている場合に、複数ソリューション戦略を使用する 

多数のプロジェクトを必要とする非常に大規模なソリューションで作業する場合は、ソリューションの

拡張性の限界にぶつかるおそれがあります。この場合は、ゕプリケーションを複数のソリューションに

分割してください。ただし、各ソリューションに含まれるすべての参照がプロジェクト参照であるため、

ゕプリケーション全体のマスター ソリューションは作成しないでください。各ソリューションの外部

にあるプロジェクト (サードパーテゖ製のラブラリや、別のサブソリューション内のプロジェクトな

ど) への参照はフゔル参照です。つまり、マスター ソリューションはあり得ないわけです。その代

わり、各ソリューションをビルドするときの順序を設定したスクリプトを使用しなければなりません。

複数ソリューション構造に関連するメンテナンス タスクの 1 つは、各ソリューションの間を循環する

参照を誤って作成しないようにすることです。この構造には、複雑なビルド スクリプトが必要であり、

また、依存関係を明確にマッピングする処理も必要です。この構造では、Visual Studio でゕプリケー

ション全体をビルドすることはできません。その代わり、TFS チーム ビルドも MSBuild も直接使用

できます。 

 

参考資料 

• 詳細については、このガドの「第 3 章 ソース管理におけるプロジェクトとソリューションの構

造化」を参照してください。  

 



スケジュールされたビルド 

• スケジュールされたビルドを使用して定期ビルドを生成する  

 

スケジュールされたビルドを使用して定期ビルドを生成する 

予測可能な一定間隔ごとにビルドを生成するときは、スケジュールされたビルドを使用することが望ま

しいです。 

 

一般的に、テスト チームその他に提供されるビルドは、高い信頼性が必要であり、決まった時間間隔

ごとに利用できるものでなければなりません。この条件が満たされれば、ビルドに関するフゖードバッ

クがタミングよく収集できます。 

 

TFS のチーム ビルド機能では、ユーザー ンターフェスからスケジュールされたビルドを実行す

ることはできません。しかし、Microsoft Windows のタスク スケジューラを使用して、TFSBuild コ

マンド ユーテゖリテゖを実行し、あらかじめ設定しておいた時刻にビルドを開始することは可能です。 

 

スケジュールされたビルドを作成するには、次の操作を行います。 

 

1. 以下のように TFSBuild コマンド ランを作成します。  

TfsBuild start <<TeamFoundationServer>> <<TeamProject>> <<BuildTypeName>>  

2. 作成したコマンドランをバッチ フゔルに挿入します。  

3. 所定の間隔でこのバッチ フゔルを実行する Windows スケジュール タスクを作成します。  

 

参考資料 

• 詳細については、このガドの「第 9 章 チーム ビルドにおけるスケジュール済みのビルドのセ

ットゕップ」を参照してください。  

• スケジュールされたビルドを設定する詳細については、このガドの「Visual Studio Team 

Foundation Server でスケジュール済みのビルドをセットゕップする方法」を参照してください。 

 



 

テストドリブン開発 

• ビルドごとにコード分析を実行する  

• ビルドごとに自動テストを実行する  

• 自動テストに不合格になったときビルドを停止する設定にしてみる  

 

ビルドごとにコード分析を実行する 

ビルドの品質を上げるため、ビルドの一環としてコード分析を使用してください。ビルドにコード分析

ステップを設けることにより、コードが一定の品質基準を満たせるようになり、その結果、セキュリテ

ゖ、パフォーマンス、移植性、メンテナンス性、信頼性の各ルールが確実になります。 

 

ビルドの種類に関するコード分析をオンにするときは、新しいチーム ビルドの種類を作成するときに

チーム ビルドの種類ウゖザードで [コード分析] チェック ボックスをオンにするか、ビルドの種類が

作成された後で TFSBuild.proj フゔルを変更するか、いずれかを行ってください。 

 

TFSBuild.proj フゔルでコード分析を有効にするには、次の操作を行います。 

• プロジェクトの設定に関係なくすべてのプロジェクトでコード分析を実行する場合は、

<RunCodeAnalysis> タグを Always に変更します。  

• プロジェクト設定に基づいてプロジェクトごとにコード分析を実行する場合は、

<RunCodeAnalysis> タグを Default に変更します。  

 

参考資料 

• ビルドの一環として行う自動コード分析の詳細については、このガドの「Visual Studio Team 

Foundation Server でチーム ビルドを使用してコード分析を自動的に実行する方法」を参照して

ください。  

• コード分析ツールの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms182023(VS.80).aspx の「コード分析ツールを



使用するためのガドラン」を参照してください。 

 

ビルドごとに自動テストを実行する 

ビルドするたびにビルドの品質に関するフゖードバックを自動的に得たいときは、自動テストを実行し

てください。ビルドに関連付けるテスト リストを作成するためには、Visual Studio Test Edition か 

Visual Studio Team Suite のいずれかをンストールしておかなければなりません。ビルド サーバー

で自動テストを実行するためには、Visual Studio Developer Edition、Visual Studio Test Edition、

Visual Studio Team Suite のいずれかをビルド サーバーにンストールしておかなければなりませ

ん。 

 

チーム ビルド処理の一環として自動テストを実行するには、以下の操作を行います。 

1. ビルドで実行する自動テストを 1 つ以上作成します。  

2. テスト マネージャを使用してテスト リストを作成します。  

3. そのテスト マネージャを使用して、テスト ビューからテスト リストへテストをドラッグ ゕンド 

ドロップすることにより、各テストを新規のテスト リストとしてグループ化します。  

4. 新しいチーム ビルドの種類を作成します。  

5. 自動テストを実行するチェック ボックスをオンにします。  

6. テストとテスト リストとを作成したテスト プロジェクトを選択します。  

7. 実行するテスト リストを選択します。  

 

参考資料 

• ビルド確認テストを自動的に実行する詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms182465(VS.80).aspx の「方法 : ビルド検証テ

スト (BVT) を構成および実行する」を参照してください。 

• Visual Studio Test Edition も VSMDI フゔルもない状態で自動ビルド テストを実行する方法

については、

http://blogs.msdn.com/buckh/archive/2006/11/04/how-to-run-tests-without-test-metad

ata-files-and-test-lists-vsmdi-files.aspx の「How to run tests in a build without test 



metadata files and test lists (.vsmdi files)」を参照してください。 

 

自動テストに不合格になったときビルドを停止する設定にしてみる 

コンパルにエラーが出た影響でビルドに失敗すると、その不具合を追跡するための作業項目が作成さ

れ、失敗したビルドには、失敗したことを示すマークが付きます。しかし、自動テストに不合格になっ

てもビルドは停止しません。テストに不合格になった場合は警告が出ますが、ビルドは継続されます。 

 

自動テストに不合格になった場合、ビルドを停止させることも可能です。自動テストの不具合を追跡す

る作業項目を自動的に生成することも可能です。 

 

テストに不合格になったときにビルドを停止するには、次の操作を行います。 

 

1. Program Files\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\v8.0\TeamBuild にある 

Microsoft.TeamFoundation.Build.targets フゔルを開きます。  

2. テストに不合格になったとき停止するチーム ビルドの種類に対応した TFSBuild.proj フゔルを、

編集用にチェックゕウトしてから開きます。  

3. RunTestWithConfiguration ターゲットを Microsoft.TeamFoundation.Build.targets から 

TFSBuild.proj フゔルの末尾 (</Project> 閉じタグの直前) へとコピーします。  

4. ContinueOnError 属性を true から false へ変更します。  

注意 : テスト ツール タスクは 2 つあります。ビルド サーバーでのビルドの動作を変更するだ

けならば、エンドツーエンド タスクを変更してください。デスクトップ ビルド タスクは、開発

者のデスクトップでビルドするときに使用するタスクです。  

5. ビルドに失敗したときに作業項目を作成する場合は、</Target> という閉じタグの直前に 

OnError 要素を追加して RunTestWithConfiguration を変更してください。OnError 要素は以下

のようになります。  

<OnError ExecuteTargets="CreateWorkItem;"/>  

 

また、Microsoft.TeamFoundation.Build.targets を直接変更すれば、テストに不合格になったときに

チーム ビルドの種類をすべて停止することも可能です。この場合は、チーム ビルドの種類のすべての



動作が変化します。 

 

上に推奨したソリューションは、実装するのは簡単ですが、Visual Studio の今後のバージョンで必ず

機能するとは保証されません。Visual Studio のゕップグレード後も、機能し続けることが保証されて

いるソリューションを実装したい場合は、

http://blogs.msdn.com/aaronhallberg/archive/2006/09/21/determining-whether-tests-passe

d-in-team-build.aspx にある Aaron Hallberg のブログ エントリ「Determining Whether Tests 

Passed in Team Build」を参照してください。 

 

参考資料 

• テストが不合格になったとき、作業項目が作成されるようにビルドを設定する詳細については、

http://blogs.msdn.com/nagarajp/archive/2005/10/14/481290.aspx の「Create Workitems 

for Test Failures in TeamBuild」を参照してください。 

• Visual Studio のゕップグレード後も機能し続けることが保証されているソリューションの詳細に

ついては、

http://blogs.msdn.com/aaronhallberg/archive/2006/09/21/determining-whether-tests-p

assed-in-team-build.aspx の「Determining Whether Tests Passed in Team Build」を参照し

てください。 

 

作業項目 

• 作業項目を使用してビルドの中断を追跡する  

 

作業項目を使用してビルドの中断を追跡する 

チーム ビルドに失敗した場合は、その不具合を追跡する作業項目が自動的に作成されます。この作業

項目は、特に指定しない限りは "ゕクテゖブ" に割り当てられ、ビルドに失敗したことがわかるような

タトルが付きます。失敗したビルドを修正して不具合を解決できるように、この作業項目は、担当の

開発者またはビルド マネージャに割り当てることが望ましいです。 



 

TFSBuild.proj 内でこの作業項目を定義するビルド タスクは、以下のような形をしています。  

 

<!-- Create WorkItem for build failure -->  

<CreateNewWorkItem  

BuildId="$(BuildNumber)"  

Description="$(WorkItemDescription)"  

TeamProject="$(TeamProject)"  

TeamFoundationServerUrl="$(TeamFoundationServerUrl)"  

Title="$(WorkItemTitle)"  

WorkItemFieldValues="$(WorkItemFieldValues)"  

WorkItemType="$(WorkItemType)"  

ContinueOnError="true" />  

 

たとえば、特定の開発者に作業項目を割り当てる場合や、緊急度、優先度を設定する場合のように、作

成される作業項目をカスタマズする場合は、WorkItemFieldValues を変更できます。 

 

参考資料 

• ビルド失敗時の作業項目をカスタマズする詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms243778(vs.80).aspx の「Team Foundation ビ

ルドのタスク」を参照してください。 

 

ビルドに関する参考資料 

• チーム ビルドの全般については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181710(VS.80).aspx の「Team Foundation 

ビルドの概要」を参照してください。 

 



ガドラン : プロジェクト管理 

索引 

区分およびテレーション  

• 区分を使用してトレーサビリテゖの向上を図る  

• テレーションを使用してプロジェクト内のマルストーンを示す  

• 未割り当てのシナリオとタスクのために別のテレーションを作成する  

• 適切なテレーション サクル期間を決定する  

 

チェックン ポリシー 

• チェックン ポリシーを使用してコードの品質を維持する  

• チェックン ポリシーを使用して、作業項目をチェックンに関連付けることを開発者に義務付け

る  

• チェックン ポリシーを作成してコーデゖングの基準を守らせる  

• 開発者がチェックン ポリシーに従わなかったとき通知を受信できるようにする  

 

プロセス テンプレート 

• 軽量プロセスまたは略式プロセスのみを必要とするプロジェクトで作業するときに MSF Agile プロ

セス テンプレートを使用する  

• 正規のプロセスを必要とするプロジェクト、または CMMI 標準への準拠を必要とするプロジェクト

で作業するときに、MSF CMMI プロセス テンプレートを使用する  

• 最低限のプロセス テンプレートを使用してみる  

• 自身のチームのプロセスに合わせて既存のプロセス テンプレートを変更する  

 

セキュリテゖ グループと権限 

• セキュリテゖ グループを作成して、特定の権限を与える  



• チーム メンバを適切なセキュリテゖ グループに割り当てる  

 

チーム プロジェクト 

• ゕプリケーションのバージョンから別のバージョンへ作業項目やその他資産を移行する場合に、ゕプ

リケーションごとに 1 つずつチーム プロジェクトを作成する  

• ゕプリケーションのバージョンごとに新しい作業項目やその他資産で作業を開始する場合に、バージ

ョンごとに 1 つずつチーム プロジェクトを作成する  

• プロジェクト資産に関して、必要な権限のみを与える  

• 分岐に対応できる構造をしたソース ツリーを作成する  

 

作業項目 

• プロジェクトの開始時にシナリオを取り込む  

• サービス品質要件を適切に定義する  

• シナリオを分割して、管理可能なモジュラー型開発タスクに分ける  

• タスクごとに受け入れ基準を設定する  

• 要件とタスクとをシナリオにリンクする  

• 作業項目のバルク編集に Microsoft Excel を使用する  

 

区分およびテレーション  

• 区分を使用してトレーサビリテゖの向上を図る  

• テレーションを使用してプロジェクト内のマルストーンを示す  

• 未割り当てのシナリオとタスクのために別のテレーションを作成する  

• 適切なテレーション サクル期間を決定する  

 

区分を使用してトレーサビリテゖの向上を図る 

プロジェクトのタスク、バグ、要件、その他作業項目を整理しておきたいときは、チーム プロジェク



トで区分を使用してください。各区分に権限を設定すれば、チーム プロジェクトの各部へのゕクセス

を制限することも可能です。 

 

論理コンポーネントまたは物理コンポーネントを表すときには区分を使用し、特定の機能を表すときに

は下位区分を作成してください。こうした構造にしておけば、各作業項目を整理しておくのに役に立つ

ばかりでなく、コンポーネント別または機能別でのトレーサビリテゖの向上にもつながります。 

 

プロジェクト用に区分を作成するには、次の操作を行います。 

 

1. [チーム エクスプローラ] で、チーム プロジェクトをクリックします。  

2. [チーム] メニューで、[チーム プロジェクトの設定] を指してから、[区分およびテレーション] 

をクリックします。  

3. [区分およびテレーション] ダゕログ ボックスで、[区分] タブをクリックします。  

4. [子ノードの追加] ツールバー ボタンをクリックします。  

5. 新しいノードを右クリックし、[名前の変更] をクリックし、必要な区分名を入力します。  

6. [区分] ノードをクリックします。  

7. 手順 2、3、4 を繰り返して、さらに区分を作成し、プロジェクト構造に対応した階層を作成しま

す。  

 

区分を設けると作業項目の権限を分割することができますが、複雑なツリーの場合は、権限の管理に必

要な処理が増えてしまうため、複雑すぎる区分構造の作成には気を付けてください。複雑すぎる構造/

権限を他のチーム プロジェクトにコピーすると問題になることがあります。 

 

参考資料 

• 区分を使用する詳細については、このガドの「Visual Studio Team Foundation Server でプロジ

ェクトを管理する方法」を参照してください。  

 

テレーションを使用してプロジェクト内のマルストーンを示す 



ゕプリケーションの開発の過程において、計画、実装、テストなどの主要な一連の活動を何回繰り返す

かを定義するときは、テレーションを使用してください。この一連の主要な活動が、完成した機能や

完成したコンポーネントなど定量化可能な成果と共に、プロジェクトのマルストーンになるはずです。 

 

テレーションを作成するには、次の操作を行います。 

 

1. [チーム エクスプローラ] で、チーム プロジェクトをクリックします。  

2. [チーム] メニューで、[チーム プロジェクトの設定] を指してから、[区分およびテレーション] 

をクリックします。  

3. [区分およびテレーション] ダゕログ ボックスで、[テレーション] タブをクリックします。  

4. [子ノードの追加] ツールバー ボタンをクリックします。  

5. 新しいノードを右クリックし、[名前の変更] をクリックし、テレーションの名前を入力します。  

6. [テレーション] ノードをクリックします。  

7. 手順 2、3、4 を繰り返して、プロジェクトに関係のあるテレーションをさらに作成します。  

8. [閉じる] をクリックします。  

 

注意 : Microsoft® Solutions Framework (MSF) for Agile Software Development (MSF Agile) プ

ロセス テンプレートには、事前定義されたテレーションが 3 つあります。このテレーションは、

個々の要件に応じて、削除してもかまいません。新しいテレーションを作成する代わりとして名前を

変更しても、そのまま何も変更しなくてもかまいません。 

 

参考資料 

• テレーションを使用する詳細については、このガドの「Visual Studio Team Foundation Server 

でプロジェクトを管理する方法」を参照してください。  

 

未割り当てのシナリオとタスクのために別のテレーションを作成する 

まだどのテレーションにも割り当てられていないシナリオとタスクを、すべて割り当てることのでき

る別のテレーションを作成してください。このようなテレーションを作成しておけば、テレーシ



ョンの計画を立てるときに、ペンデゖングになっているシナリオとタスクを簡単に見分けることができ

ます。 

 

別のテレーションを作成するには、次の操作を行います。 

 

1. [チーム エクスプローラ] で、チーム プロジェクトをクリックします。  

2. [チーム] メニューで、[チーム プロジェクト設定] を指してから、[区分およびテレーション] を

クリックします。  

3. [区分およびテレーション] ダゕログ ボックスで、[テレーション] タブをクリックします。  

4. [子ノードの追加] ツールバー ボタンをクリックします。  

5. 新しいノードを右クリックし、[名前の変更] をクリックし、テレーションの名前を「Iteration 999」

と入力します。 

6. [閉じる] をクリックします。  

 

参考資料 

• テレーションを作成する詳細については、このガドの「Visual Studio Team Foundation Server 

でプロジェクトを管理する方法」を参照してください。  

 

適切なテレーション サクル期間を決定する 

チーム プロジェクトの設定時に、プロジェクトの規模と複雑さに応じて適切なテレーション サク

ル期間を決定してください。 

 

テレーション サクル期間を決定するときは、以下の点に注意してください。 

 

• テレーション サクルは、チーム メンバが十分な量の作業を行えるだけの長さにすることが望ま

しく、かつ、少なくともシナリオ数個分に及ぶことが望ましいです。  

• テレーション サクルは、変更と優先度に柔軟に適応できるだけの短さにすることが望ましいで

す。  



 

実際には、テレーション サクルを 2 週間に設定すれば、大半のプロジェクトでうまくいきます。 

 

参考資料 

• テレーション サクル期間については、このガドの「Visual Studio Team Foundation Server 

でプロジェクトを管理する方法」を参照してください。  

• テレーション サクル期間の詳細については、このガドの「第 11 章 プロジェクト管理の説明」

を参照してください。  

 

チェックン ポリシー 

• チェックン ポリシーを使用して、コードの品質を維持する  

• チェックン ポリシーを使用して、作業項目をチェックンに関連付けることを開発者に義務付

ける  

• チェックン ポリシーを作成して、コーデゖング基準を守らせる  

• 開発者がチェックン ポリシーに従わなかったとき通知を受信できるようにする  

 

チェックン ポリシーを使用して、コードの品質を維持する 

プロジェクトのチェックンの品質を上げたいときは、コード分析とテスト ポリシーとを組み合わせ

て使用してください。たとえば、特定のテストを実行し、そのテストに合格してからでないと、ソース

が Microsoft Visual Studio® 2005 Team Foundation Server (TFS) ソース管理にチェックンさ

れないようにするときは、付属のテスト ポリシーを使用します。また、セキュリテゖ、パフォーマン

ス、移植性、メンテナンス性、信頼性の各ルールを確実にすることにより、コードが一定の品質基準を

満たせるようなコード分析ポリシーを設定することも可能です。 

 

この種のチェックン ポリシーを適用するだけでなく、コーデゖングの基準とガドランとを守ら

せるポリシーも適用することにより、コードが特定の品質基準に至るようになります。 

 



チーム プロジェクトでコード分析チェックン ポリシーを適用するには、次の操作を行います。 

 

1. [チーム エクスプローラ] で、チーム プロジェクトを右クリックし、[チーム プロジェクトの設定] 

を指して、[ソース管理] をクリックします。  

2. [チェックン ポリシー] タブをクリックし、[追加] をクリックし、適切なポリシーを選択して設

定します。  

 

参考資料 

• カスタム チェックン ポリシーの作成および使用の詳細については、このガドの「Visual Studio 

Team Foundation Server のカスタム チェックンを作成する方法」を参照してください。 

 

チェックン ポリシーを使用して、作業項目をチェックンに関連付けることを開発者に義務

付ける 

チェックンを作業項目に関連付けることを開発者に義務付けるときは、作業項目チェックン ポリ

シーを設定してください。 

 

ビルドに問題が生じた場合は、どの変更セットがビルドに関連付けられているのかを知り、その変更セ

ットがどの作業項目に関連付けられているのかを知ることが大切です。そうすれば、このコードのチェ

ックンをどの開発者が担当しているかがわかり、その開発者がプロジェクトのどの区分で作業してい

るかがわかります。 

 

作業項目チェックン ポリシーを設定して、チェックンを作業項目に関連付けることを開発者に義

務付けるには、次の操作を行います。 

 

1. [チーム エクスプローラ] で、チーム プロジェクトを右クリックし、[チーム プロジェクトの設定] 

を指して、[ソース管理] をクリックします。  

2. [チェックン ポリシー] タブをクリックします。  

3. [追加] をクリックし、[作業項目] チェックン ポリシーを選択して設定します。  



 

参考資料 

• チェックンの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181411(VS.80).aspx の「方法 : 保留中の変更をチ

ェックンする」を参照してください。 

• 作業項目と変更セットの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181410(VS.80).aspx の「方法 : 作業項目を変更セ

ットに関連付ける」を参照してください。 

 

チェックン ポリシーを作成して、コーデゖング基準を守らせる 

作業しているプロジェクトが、静的なコード分析や既存のチェックン ポリシーでは対応しきれない

コーデゖング基準を必要とするプロジェクトである場合があります。たとえば、コードにタブ文字を使

用してはならないプロジェクトや、すべてのチェックンにコメントを義務付けるプロジェクトなどで

す。そうしたシナリオにも対応できる新しいチェックンポリシーを作成することができます。 

 

チーム プロジェクトでコード分析チェックン ポリシーを適用するには、次の操作を行います。 

 

1. [チーム エクスプローラ] で、チーム プロジェクトを右クリックし、[チーム プロジェクトの設定] 

を指して、[ソース管理] をクリックします。  

2. [チェックン ポリシー] タブをクリックしてから、[追加] をクリックします。 

3. [チェックン ポリシーの追加] ダゕログ ボックスで、[コード分析] を選択し、[OK] をクリッ

クします。  

4. [コード分析ポリシー エデゖタ] で、[C/C++ コード分析 (/analyze) を強制] または [マネージ 

コードのコード分析を強制] を選択します。マネージ コードとゕンマネージ コードの両方がプロジェ

クトに含まれている場合は、両方とも選択してください。  

5. マネージ コード分析を選択した場合は、必要なコーデゖング基準に応じて、マネージ コード分析

に必要なルールを設定します。  

これにより、どのルールが適用されるかが正確に決まります。 



 

既定では利用できないチェックを実行するため、カスタム チェックン ポリシーを作成することもで

きます。たとえば、禁止されているゕプリケーション プログラミング ンターフェス (API) 呼び

出しなどのコード パターンを許可しないようにすることもできます。また、ソース コード内のどこに

中かっこを配置すべきかなど、チームごとのコーデゖング スタルに関するガドランを適用する

ポリシーを記述することもできます。 

 

参考資料 

• チェックン ポリシーを作成する詳細については、このガドの「Visual Studio Team Foundation 

Server のカスタム チェックンを作成する方法」を参照してください。  

 

開発者がチェックン ポリシーに従わなかったとき通知を受信できるようにする 

Team Foundation Server Version Control には、チェックン ポリシーの無視を防ぐ手段がありま

せん。ただし、以下の手順を実行すれば、チェックン ポリシーが無視されたかどうかを検出するこ

とができます。  

1. チェックン ベントを捕捉するため、(Team Foundation Core Services API から) Team 

Foundation Server Eventing Service を使用します。  

2. 変更セットの詳細を解析して、チェックン ポリシーが無視された場合にその対応を行う Notify 

メソッドを記述します。  

 

また、手作業で変更セットの履歴を細かく調べて、ポリシーが無視されたかどうかを見つけることもで

きます。 

 

参考資料 

• チェックン ポリシーの無視については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms245460(VS.80).aspx の「方法 : チェックン ポ

リシーをオーバーラドする」を参照してください。 



 

プロセス テンプレート 

• 軽量プロセスまたは略式プロセスのみを必要とするプロジェクトで作業するときに、MSF Agile 

プロセス テンプレートを使用する  

• 正規のプロセスを必要とするプロジェクト、または CMMI 標準への準拠を必要とするプロジェク

トで作業するときに、MSF CMMI プロセス テンプレートを使用する  

• 最低限のプロセス テンプレートを使用してみる  

• 自身のチームのプロセスに合わせて既存のプロセス テンプレートを変更する  

 

軽量プロセスまたは略式プロセスのみを必要とするプロジェクトで作業するときに、MSF 

Agile プロセス テンプレートを使用する 

テストドリブン開発 (TDD)、または他のゕジャル手法を使用している場合は、MSF for Agile 

Software Development (MSF Agile) プロセス テンプレートを使用することが望ましいです。これは、

ゕジャル ソフトウェゕ プロジェクト用の軽量プロセスです。MSF for CMMI Software 

Development (MSF CMMI) プロセス テンプレートに別途用意されているプロセス改善機能が特に必

要な場合を除き、まずはこの MSF Agile プロセス テンプレートを使用してみてください。 

 

MSF Agile プロセス テンプレートは、簡単に変更できるため、個々のプロセス要件に合わせて修正で

きます。  

参考資料 

• 詳細については、このガドの「第 11 章 プロジェクト管理の説明」を参照してください。  

• MSF Agile プロセス テンプレートの詳細については、このガドの「第 14 章 ゕジャル ソフト

ウェゕ開発プロジェクトに対する MSF」を参照してください。  

• プロセス テンプレートをカスタマズする詳細については、このガドの「Visual Studio Team 

Foundation Server でプロセス テンプレートをカスタマズする方法」を参照してください。  

 



正規のプロセスを必要とするプロジェクト、または CMMI 標準への準拠を必要とするプロジ

ェクトで作業するときに、MSF CMMI プロセス テンプレートを使用する 

既存プロセスの改善を目指した正規のソフトウェゕ開発プロセスを使用する場合は、MSF for CMMI 

Software Development (MS CMMI) プロセス テンプレートを使用することが望ましいです。 

 

このプロセス テンプレートは、個々のプロセス要件に合わせて簡単に編集、変更できます。 

 

参考資料 

• 詳細については、このガドの「第 11 章 プロジェクト管理の説明」を参照してください。  

• テンプレートをカスタマズする詳細については、このガドの「Visual Studio Team Foundation 

Server でプロセス テンプレートをカスタマズする方法」を参照してください。  

 

最低限のプロセス テンプレートを使用してみる 

多くのチームは、標準的なチーム プロジェクトのすべての部分をサポートする必要はありません。た

とえば、多くのチームは、チーム プロジェクトのソース管理の部分だけが必要であり、Microsoft Office 

SharePoint® ポータルは不要です。チーム プロジェクト テンプレートは変更できますので、不要な

部分は削除できます。テンプレートを変更する場合でも、Group Permissions セクションと 

Classifications セクションは残しておく必要があります。それ以外のセクションは、必要に応じて、残

しておいてもいいし、削除してもかまいません。 

 

最低限のプロセス テンプレートを作成するときは、プロセス テンプレート マネージャを使用して、

目的のテンプレートをローカル コンピュータにダウンロードし、使用しないセクションをテンプレー

トから削除し、そのテンプレートをまたサーバーにゕップロードして戻します。 

 

参考資料 

• プロセス テンプレートの詳細については、このガドの「第 13 章 プロセス テンプレートの説明」

を参照してください。  



• プロセス テンプレートのカスタマズについては、このガドの「Visual Studio Team Foundation 

Server でプロセス テンプレートをカスタマズする方法」を参照してください。  

• プロセス テンプレートをカスタマズする詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms243782(VS.80).aspx の「プロセス テンプレートの

カスタマズ」を参照してください。 

• 最低限のプロセス テンプレートを使用する詳細については、

http://blogs.msdn.com/richardb/archive/2007/05/10/how-to-use-tfs-for-source-control-only.

aspx の「How to use TFS for source control only」を参照してください。 

 

自身のチームのプロセスに合わせて既存のプロセス テンプレートを変更する 

 

Microsoft Visual Studio Team System (VSTS) に付属しているプロセス テンプレートは、そのまま

では、作業しているプロジェクトにうまく適合しない場合があります。別の作業項目の種類が必要な場

合もあれば、まったく異なるプロセス手法を使用している場合もあります。この場合は、既存のプロセ

ス テンプレートを変更した方がよいです。自身のプロセス要件を最も満たしているプロセス テンプレ

ートを選択して、必要に応じて変更してください。 

 

一般的に、プロセス テンプレートの以下の部分をカスタマズする必要があります。  

• グループと権限 

• 作業項目の種類 

• ソース管理のチェックン メモとポリシー 

• 区分およびテレーション 

• レポート 

• チーム ポータル 

• プロセス ガダンス 

 

参考資料 

• プロセス テンプレートの詳細については、このガドの「第 13 章 プロセス テンプレートの説明」



を参照してください。  

• テンプレートをカスタマズする詳細については、このガドの「Visual Studio Team Foundation 

Server でプロセス テンプレートをカスタマズする方法」を参照してください。  

 

セキュリテゖ グループと権限 

• セキュリテゖ グループを作成して、特定の権限を与える  

• チーム メンバを適切なセキュリテゖ グループに割り当てる  

 

セキュリテゖ グループを作成して、特定の権限を与える 

Team Foundation Server でプロジェクトを作成すると、選択したプロセス テンプレートが何であっ

ても、そのプロジェクト用に 4 つの既定のグループが作成されます。特に指定しない限り、各グルー

プには一連の権限が付与されています。グループのメンバに何ができて何ができないかは、その権限に

よって決まります。その 4 つのグループは次のとおりです。 

 

• プロジェクト管理者 

• 貢献者 

• 閲覧者 

• ビルド サービス  

 

チーム プロジェクト用にセキュリテゖ グループを作成した方が、組織のセキュリテゖ要件を満たせる

ようになります。セキュリテゖ グループを作成すれば、チーム プロジェクトにかかわるユーザー グ

ループに一連の権限を効率よく付与することができます。付与する権限は必要最小限とし、追加するユ

ーザーまたはグループは、この新しいチーム プロジェクト グループに所属しなければならないユーザ

ーまたはグループだけに限ってください。 

 

以下のガドランにも従ってください。  

• 既定のグループに付与された権限は変更しないこと (変更する場合は、すべてのプロジェクトで同じ

ように変更すること) 



• メンバシップ用に Active Directory (AD) グループを使用するのはサーバー レベルのみとすること 

• 権限の設定には、AD グループではなく TFS グループを使用すること 

• 一切何も拒否せず、拒否する場合は、適切な理由があること (通常、拒否するというのは、分割の仕

方が理想的ではないということを示している) 

 

参考資料 

• セキュリテゖ グループを作成する詳細については、このガドの「Visual Studio Team Foundation 

Server でプロジェクトを管理する方法」を参照してください。  

• TFS 権限の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms252587(VS.80).aspx 

の「Team Foundation Server のゕクセス許可」を参照してください。 

 

チーム メンバを適切なセキュリテゖ グループに割り当てる 

既存のチーム プロジェクト グループか、サーバー レベル グループか、自身で作成するカスタム セ

キュリテゖ グループか、いずれかを使用して、プロジェクトで作業するチーム メンバを選び、そのメ

ンバの役割を決め、各チーム メンバを TFS に割り当ててください。 

 

メンバをセキュリテゖ グループに割り当てるときは、そのセキュリテゖ グループで利用できる権限を

必要とするメンバだけを割り当ててください。必要であれば、適切なセキュリテゖ権限を付与したカス

タム セキュリテゖ グループを作成して、そのセキュリテゖ グループにユーザーを割り当てることも

可能です。 

 

参考資料 

• セキュリテゖ グループの詳細については、このガドの「Visual Studio Team Foundation Server 

でプロジェクトを管理する方法」を参照してください。  

 

チーム プロジェクト 



• ゕプリケーションのバージョンから別のバージョンへ作業項目やその他資産を移行する場合に、ゕ

プリケーションごとに 1 つずつチーム プロジェクトを作成する  

• ゕプリケーションのバージョンごとに新しい作業項目やその他資産で作業を開始する場合に、バー

ジョンごとに 1 つずつチーム プロジェクトを作成する  

• 複数のプロジェクトに及ぶ大規模なプロジェクトで作業するときに、チームごとに 1 つずつチー

ム プロジェクトを作成する  

• プロジェクト資産に関して、必要な権限のみを与える  

• 分岐に対応できる構造をしたソース ツリーを作成する  

 

ゕプリケーションのバージョンから別のバージョンへ作業項目やその他資産を移行する場合に、

ゕプリケーションごとに 1 つずつチーム プロジェクトを作成する 

ソース コードだけでなく、作業項目や、その他の TFS 資産までも、リリースから別のリリースへ移

行する場合は、ゕプリケーションごとに 1 つずつチーム プロジェクトを使用することを検討してくだ

さい。ゕプリケーションの複数のバージョンにチーム プロジェクトを 1 つずつ使用していれば、TFS 

資産はすべて自動的に次のリリースへと移行されます。ゕプリケーションの新バージョンをリリースす

る準備が整ったときには、そのリリースを示す分岐をプロジェクト内に作成して、コードを分離するこ

とができます。 

 

ゕプリケーション 1 つにつきプロジェクトを 1 つ使用する場合は、以下の点に注意してください。  

• 並列リリースの場合は、作業項目、チェックン ポリシー、プロセス ガダンスを共有しなけれ

ばなりません。  

• レポートの処理が難しくなります。既定では、レポートはプロジェクト全体が対象となるため、リ

リースごとにフゖルタの処理を追加しなければなりません。  

• ゕプリケーションが何百もあり、それぞれが別々のプロジェクトに含まれている場合は、TFS のパ

フォーマンスと拡張性が限界に達します。  

• リリースを繰り返すうち、”荷物” が増えていきます。この問題を解消する一番簡単な方法は、新規

プロジェクトを作成して、次のリリースに移行するコードをその新規プロジェクトに分岐すること

です。  

 



参考資料 

• チーム プロジェクトを使用する詳細については、

http://blogs.msdn.com/ericlee/archive/2006/08/09/when-to-use-team-projects.aspx の

「When to use Team Projects」を参照してください。 

 

ゕプリケーションのバージョンごとに新しい作業項目やその他資産で作業を開始する場合に、

バージョンごとに 1 つずつチーム プロジェクトを作成する 

作業項目や、その他の TFS 資産を移行せずに、リリースごとに 1 からやり直す場合は、リリースご

とに 1 つずつプロジェクトを使用する方法を検討してみてください。リリースごとに新規のプロジェ

クトを使用すると、前のリリースに影響を及ぼさずに、作業項目スキーマ、ワークフロー、チェック

ン ポリシー、その他資産を変更することができます。これは場合によっては特に便利です。たとえば、

主要開発チームとはプロセスもワークフローも異なる可能性のある維持管理チームのような別のチー

ムが、前のリリースを管理する場合はなおのこと便利です。 

 

リリースごとにプロジェクトを 1 つ使用する場合は、以下の点に注意してください。 

• ソース コードをプロジェクトから別のプロジェクトへ移動するのは非常に簡単ですが、作業項目

やその他の TFS 資産をプロジェクトから別のプロジェクトへ移動するのは難しいです。作業項目

は、一度に 1 つずつしか別のプロジェクトにコピーできないため、いくつかまとめて作業項目を

コピーしたい場合は、ユーテゖリテゖを作成する必要があります。  

• ゕプリケーションとリリースが何百もあり、それぞれが別々のプロジェクトに含まれている場合は、

TFS のパフォーマンスと拡張性が限界に達します。  

• 既存のチーム プロジェクトの構造を変えるのは難しいため、長い期間利用できる構造を選んでく

ださい。  

• ソースは次のようにチーム プロジェクトどうしで簡単に共有できます。  

 o プロジェクトから別のプロジェクトへソースを分岐します。  

 o 別のプロジェクトからワークスペースへソースをマップします。  

• Team Foundation Server で対応できるプロジェクトの個数は、MSF Agile プロセス テンプレー

トを使用した場合は 500 個、MSF CMMI プロセス テンプレートを使用した場合は 250 個まで

拡張できます。自分だけのプロセス テンプレートを作成する場合、または既存のプロセス テンプ



レートをカスタマズする場合は、サーバーの拡張性に一番大きく影響するのが作業項目スキーマ

であることを忘れないでください。スキーマが複雑だと、サーバーで対応できるプロジェクトの個

数が減ります。  

• 元のプロジェクトの区分はすべて維持しなければならず、場合によっては、ソース管理で権限も変

更しなければなりません。  

 

参考資料 

• チーム プロジェクトを使用する詳細については、

http://blogs.msdn.com/ericlee/archive/2006/08/09/when-to-use-team-projects.aspx の

「When to use Team Projects」を参照してください。 

 

プロジェクト資産に関して、必要な権限のみを与える 

チーム プロジェクトの作成時には、プロセスによって作成される既定のセキュリテゖ グループを見直

して、必要なら、適切な権限を付与したセキュリテゖ グループを作成してください。その後で、プロ

ジェクト資産に関して各メンバに必要な権限のみが付与されるよう、プロジェクト メンバを適切なグ

ループに割り当てます。 

 

参考資料 

• 権限を付与する詳細に関しては、このガドの「Visual Studio Team Foundation Server でプロジ

ェクトを管理する方法」を参照してください。  

 

分岐に対応できる構造をしたソース ツリーを作成する 

ソース ツリー構造を作成するときは、分岐に対応した構造にしてください。フォルダは、ソースと、

その他のプロジェクト資産とを別にしてください。別にしておけば、分離開発が将来必要になった場合

でも、ソース フォルダを分岐するだけで済みます。また、ソース フォルダの中では、コンポーネント

ごとにフォルダを分けておいてください。そうすれば、必要な場合に部分分岐が実行できます。 

 



他の実体 (共有コード、単体テスト、ラブラリ依存関係など) についても、フォルダを使用して分け

ておいてください。そうすれば、分岐のときに適宜除外することも含めることもできます。 

 

以下に示したのは、分岐に対応したソース ツリー構造の一例です。 

 

• Main : 製品の出荷に必要なすべての資産用のコンテナ 

 o Source : ビルドに必要なすべてのもの用のコンテナ 

 ----  

Code : ソース コード用のコンテナ 

----  

Shared Code : 他のプロジェクトから共有されるソース コード用のコンテナ 

----  

Unit Tests : 単体テスト用のコンテナ 

----  

Lib : バナリ依存関係用のコンテナ 

 o Docs : 製品と一緒に出荷する文書用のコンテナ 

o Installer : ンストーラのソース コードおよびバナリ用のコンテナ 

o Builds : チーム ビルド スクリプト用のコンテナ 

o Tests : テスト チームのテスト ケース用のコンテナ 

 

参考資料 

• ソース ツリー構造の詳細に関しては、このガドの「第 5 章 分岐とマージの方針の定義」を参照

してください。  

 

作業項目 

• プロジェクトの開始時にシナリオを取り込む  

• サービス品質要件を適切に定義する  

• シナリオを分割して、管理可能なモジュラー型開発タスクに分ける  



• タスクごとに受け入れ基準を設定する  

• 要件とタスクとをシナリオにリンクする  

• 作業項目のバルク編集に Microsoft Excel を使用する  

 

プロジェクトの開始時にシナリオを取り込む 

プロジェクトの開始時に、一連のプロジェクト シナリオを作成して取り込んでください。そうすれば、

プロジェクトの全体像がつかみやすくなり、後で進捗を追うときにも使用できます。開発の過程でも、

既存のシナリオを変更したり新しいシナリオ追加したりするなどして、学んだことを反映することがで

きます。 

 

プロジェクトの開始時にシナリオを取り込むには、次の操作を行います。 

 

1. さまざまなステークホルダ (顧客、ビジネス ゕナリスト、エンド ユーザー、プロジェクト マネー

ジャなど) から得た情報を基に作成した要件文書であるプロジェクト バック ログ (PBL) 文書を使用

し、プロジェクトのシナリオをよく調べます。  

2. [チーム エクスプローラ] で、プロジェクト ノードを展開し、[作業項目] フォルダを右クリックし、

[作業項目の追加] をポントし、[シナリオ] をクリックします。  

3. [新しいシナリオ] ページで、シナリオの詳細を入力します。テレーションが「Iteration 999」に

必ず設定されるようにします。 

4. 新しいシナリオを保存します。  

5. プロジェクトに関係するすべてのシナリオに対して、上記の各手順を繰り返します。  

 

参考資料 

• シナリオを取り込む詳細については、このガドの「Visual Studio Team Foundation Server でプ

ロジェクトを管理する方法」を参照してください。  

 

サービス品質要件を適切に定義する 



テレーション サクルの間に処理する個々のシナリオについて、サービス品質 (QoS) 要件を定義

してください。そうすれば、シナリオの受け入れ基準を定義するときに便利です。QoS は、プロジェ

クトの目標と要件によって決まります。仕様書がある場合は、それも QoS 要件を決めるデータとなり

ます。 

 

QoS 要件を定義するには、次の操作を行います。 

 

1. プロジェクト内の [作業項目] フォルダを右クリックし、[作業項目の追加] を指してから、[サービ

ス品質要件] をクリックします。  

2. [新しいサービス品質要件] ページで、次の詳細情報を追加します。  

 a. [種類] を、パフォーマンス、スケーラビリテゖ、ストレス、セキュリテゖなど該当する値

に設定します。  

 b. [テレーション] を現在のテレーション サクルに設定します。  

 c. [リンク] タブから QoS を特定のシナリオにリンクし、追跡しやすいようにします。  

3. 新しい QoS 要件を保存します。  

4. どのシナリオにも QoS 要件が複数ありうることを忘れずに、品質要件の分野ごとまたは種類ごと

に QoS 要件を 1 つずつ作成します。  

5. 特定のテレーション サクルの間に処理するすべてのシナリオに関して、QoS 要件を作成して

ください。  

 

重要事項 : QoS 要件は、後でテスト タスクに分割できます。 

 

参考資料 

• QoS 要件を定義する詳細については、このガドの「Visual Studio Team Foundation Server で

プロジェクトを管理する方法」を参照してください。  

• 作業項目の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181314(VS.80).aspx 

の「Team Foundation の作業項目の管理」を参照してください。 

 



シナリオを分割して、管理可能なモジュラー型開発タスクに分ける 

テレーション計画の最中に、シナリオをいくつかのユーザー ストーリーに分割し、さらにそのユー

ザー ストーリーをいくつかの開発タスクに分割してください。作成する開発タスクは、管理可能なモ

ジュール型のタスクにしてください。このタスクは、数日以上は続かないはずです。これよりも大きな

タスクの場合は、もっと小さなタスク (サブタスク) に分割する必要があります。そうすれば、プロジ

ェクトのスケジュールを組む自由度が上がり、プロジェクトの管理もしやすくなります。 

 

シナリオを分割して、管理可能なモジュラー型開発タスクに分けるには、次の操作を行います。 

 

1. 選択したシナリオをいくつかの開発者ストーリーに分割します。  

2. その開発者ストーリーをさらにいくつかの開発者タスクに分割します。  

3. 以下の手順により、開発者タスクをタスク作業項目として TFS に取り込みます。  

a. [チーム エクスプローラ] で、自身のプロジェクト ノードを展開し、[作業項目] フォルダを右

クリックし、[作業項目の追加] をポントし、[タスク] をクリックします。  

b. [新しいタスク] ページで、以下のように詳細情報を追加します。  

i. [作業分野] を [開発] に設定します。  

ii. ii. [テレーション] を現在のテレーション サクルに設定します。  

iii. [リンク] タブで、タスクを特定のシナリオにリンクし、追跡しやすいようにします。 この

タブでは、説明が取り込めるほかに、タスクの受け入れ基準も取り込めるので、タスクが正

常に完了したかどうかが判定できます。  

iv. [担当者] フゖールドを、タスクに従事する開発者に設定します。  

c. 新しいタスクを保存します。  

d. 関係のあるすべてのタスクに対して、上記の各手順を繰り返します。  

4. 当該テレーションに関係するすべてのシナリオに対して、上記の各手順を繰り返します。 

 

参考資料 

• シナリオの詳細については、このガドの「Visual Studio Team Foundation Server でプロジェク

トを管理する方法」を参照してください。  

• 作業項目の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181314(VS.80).aspx 



の「Team Foundation の作業項目の管理」を参照してください。 

 

タスクごとに受け入れ基準を設定する 

開発タスクを定義するときには、いつタスクが完了したかを判断する基準となる受け入れ基準をその開

発タスクに設定しなければなりません。これには 2 つの方法があります。使用しているプロセス テン

プレートによって使い分けてください。  

• MSF Agile : 作業項目タプの正規の要件を伴わない MSF Agile を使用している場合は、受け入れ

基準をテキストとして作業項目自体の中に埋め込むのが最善の策です。最初は箇条書きから始めて、適

宜詳細情報を追加してください。  

• MSF CMMI : MSF CMMI を使用している場合は、正規の要件を使用してタスクの受け入れ基準を定

義することができます。最初の手順は、要件を定義することです。その後、各要件を実装するのに使用

される開発タスクを作成し、そのタスクを各要件にリンクします。そうすれば、各要件に照らしてチェ

ックすることができ、要件からタスクへとたどることもできるようになります。  

 

受け入れ基準は、ミニシナリオか QoS 要件かいずれかの形式でユーザー経験要件として定義されるこ

とが最も多いです。開発者は、受け入れ基準を満たしていれば、後はそのタスクに完了のマークを付け

て、次のタスクへ進むことができます。 

 

参考資料 

• 作業項目の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181314(VS.80).aspx 

の「Team Foundation の作業項目の管理」を参照してください。 

 

要件とタスクをシナリオにリンクする 

タスク、バグ、問題点、QoS 要件などの新しい作業項目を作成するときは必ず、その作業項目の作成

を主導したシナリオと、その作業項目を関連付けてください。そうすれば、開発テレーションの過程

で、どの作業項目も本当のユーザー シナリオによって主導されるようになり、作業項目を使用してシ

ナリオの進捗状況をより良く把握できるようになります。  



 

タスク、バグ、問題点、QoS など新しい作業項目をシナリオにリンクするには、次の操作を行います。 

 

1. [新しい作業項目] ページで、[リンク] タブをクリックし、[リンク] タブの [追加] ボタンをクリ

ックします。  

2. [リンクの追加] ダゕログ ボックスの [リンクの種類] にある [シナリオ] を選択します。  

3. [参照] をクリックして、チーム プロジェクトに含まれているシナリオを見つけます。  

4. リストの中から、リンク先となるシナリオを選択し、[OK] をクリックします。  

5. [コメント] ボックスに、作業項目との関係について述べたコメントを入力します。自動的に [説明] 

ボックスに入力されます。  

6. [OK] をクリックします。  

 

参考資料 

• 詳細については、このガドの「Visual Studio Team Foundation Server でプロジェクトを管理す

る方法」を参照してください。  

• 作業項目の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181314(VS.80).aspx 

の「Team Foundation の作業項目の管理」を参照してください。 

 

作業項目のバルク編集に Microsoft Excel を使用する 

Team Foundation Server では、作業項目のバルク編集はできません。そのため、各作業項目を 1 つ

ずつ編集しなければなりません。たとえばトリゕージ ミーテゖングの最中のように短期間に大量の作

業項目を編集する必要がある場合は、その編集作業が楽になるよう Microsoft Office Excel® の使用

を検討してください。作業項目は、TFS から Excel へエクスポートして、Excel で編集し、その編集

内容を維持したまま TFS にンポートし直すことができます。  

 

Excel で作業項目リストを作成して編集するには、次の操作を行います。 

 

1. Microsoft Office Excel の [チーム] メニューで [新しい一覧] をクリックします。  



2. [Team Foundation Server に接続] で、接続先のサーバーを選択するか [サーバー] をクリック

してサーバー情報を入力するか、いずれかの操作をします。  

3. [チーム プロジェクト] で、Team Foundation Server 上にあるチーム プロジェクトの中から、

作業をするチーム プロジェクトを選択します。  

ドキュメントがこのチーム プロジェクトにバンドされます。  

4. [OK] をクリックします。  

5. 必要なリストの種類を選択します。クエリ リストを作成するため、[クエリ リスト] オプションを

選択してから、[クエリの選択] ドロップダウン リストからチーム クエリを選択します。  

6. 新しい作業項目リストに表示させる列を選択します。  

7. 目的の作業項目をンポートします。詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms181676(VS.80).aspx の「How to: Import 

Work Items in Microsoft Excel or Microsoft Project」を参照してください。  

8. これで、作業項目が編集できるようになりました。[チーム] メニューの [変更の発行] をクリック

すれば、更新した作業項目から作業項目データベースへ発行できます。  

 

参考資料 

• プロジェクト管理タスクに Microsoft Office Excel を使用する詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181694(VS.80).aspx の「Microsoft Excel で作業

項目リストを操作する」を参照してください。 

 

Team Foundation プロジェクト管理に関する参考資料 

• MSF プロセス テンプレートの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/teamsystem/aa718801.aspx の「Process Templates」を参

照してください。 

 

ガドラン : レポート 



索引 

管理 

• 適切なセキュリテゖ グループにユーザーを所属させる  

• プロジェクトの状況と健全性指標の両方を 1 か所で閲覧できるよう、レポート ダッシュボードを作

成する  

 

作成/カスタマズ 

• レポートを配置する際にサーバー名が正しいことを確認する  

• 一定期間の動向をつかめるスケジュール レポート スナップショットを作成する  

• 補足データにゕクセスできるよう既存のレポートを変更する  

 

閲覧 

• 最新データが必要な場合に、ウェゕハウス Web サービスの実行が必ず済んでいるようにする  

 

管理 

• 適切なセキュリテゖ グループにユーザーを所属させる  

• プロジェクトの状況と健全性指標の両方を 1 か所で閲覧できるようレポート ダッシュボードを

作成する  

 

適切なセキュリテゖ グループにユーザーを所属させる 

ユーザーがレポートを配置できるようにする場合は、そのユーザーにレポート サーバーのコンテンツ

管理者ロールを割り当ててください。コンテンツ管理者ロールというのは、レポートとデータソース接

続の配置、管理をWeb サーバー上で行うユーザー用にあらかじめ定義してある Report Services ロー

ルのことです。Microsoft® Visual Studio® 2005 Team Foundation Server (TFS) のユーザーから

レポート サーバーに宛ててレポートを配置するには、そのユーザーがコンテンツ管理者ロールのメン



バでなければなりません。  

 

ユーザーをコンテンツ管理者ロールに追加するには、次の操作を行います。 

 

1. プロジェクトのレポート サトを開きます。[チーム エクスプローラ] で、チーム プロジェクト

の [レポート] エントリを右クリックし、[レポート サトの表示] をクリックします。  

2. ウゖンドウの一番上にある [プロパテゖ] タブをクリックします。  

3. ウゖンドウの左側にある [セキュリテゖ] をクリックします。  

4. [新しいロールの割り当て] をクリックします。  

5. コンテンツ管理者ロールに追加するユーザーまたはグループの名前を、[グループ名またはユーザー

名] フゖールドに入力します。  

6. [コンテンツ マネージャ] チェック ボックスをオンにします。  

7. [OK] をクリックします。  

 

参考資料 

• コンテンツ管理者ロールの詳細については、

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms159693.aspx の「コンテンツ マネージャ ロール」

を参照してください。 

• データ層でのセキュリテゖ ロールの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms174839.aspx の「Analysis Services を使用したゕ

クセスのセキュリテゖ保護」を参照してください。 

• ゕプリケーション層でのセキュリテゖ ロールの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms157198.aspx の「Reporting Services の保護」を

参照してください。 

 

プロジェクトの状況と健全性指標の両方を 1 か所で閲覧できるようレポート ダッシュボー

ドを作成する 

レポート ダッシュボードがあると、1 つのページからプロジェクトの重要な情報へすばやくゕクセス



できます。MSF for Agile Software Development (Microsoft Solution Framework for Agile 

Software Development) プロジェクト用の Microsoft Office SharePoint® のデフォルトのポータ

ル ページには、レポートが 1 つあるほか、リンクがいくつか張ってあります。MS Agile プロジェク

ト用または MSF for CMMI® (MS CMMI) プロジェクト用のポータル ページを変更して、必要な個数

だけレポートが表示できるようにすれば、プロジェクト情報が 1 か所で閲覧できるようになります。  

 

たとえばレポート ダッシュボードには、以下のようなレポートを表示するのが便利です。 

 

• 残存作業 

• 品質指標 

• バグ率 

• プロジェクト速度 

 

表示したいレポートごとにレポート ビューゕ Web パーツを追加すれば、SharePoint のポータル ペ

ージに新しいレポートが追加できます。  

 

チーム プロジェクト ポータルを変更し、レポート ダッシュボードを作成するには、次の操作を行い

ます。 

 

1. stsadm.exe ツールと RSWebParts.cab とを使用してレポート ビューゕ Web パーツをレポー

ト サーバーにンストールします。stsadm.exe ツールと RSWebParts.cab は、SharePoint およ

び Report Services のンストール パッケージに付属しています。  

 • STSADM.EXE は、C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server 

extensions\60\BIN にあります。  

 • RSWebParts.Cab は、C:\ Program Files\Microsoft SQL Server\90\Tools\Reporting 

Services\SharePoint にあります。  

例 : STSADM.EXE -o addwppack -filename "C:\ Program Files\Microsoft SQL 

Server\90\Tools\Reporting Services\SharePoint\RSWebParts.cab" -globalinstall  

2. [チーム エクスプローラ] で、プロジェクトを右クリックします。  

3. [プロジェクト ポータルの表示] をクリックします。  



4. [共有ページの変更] をクリックします。  

5. [参照] をポントし、[Web パーツの追加] をクリックします。  

6. [仮想サーバー ギャラリー] をクリックします。  

7. [Web パーツの一覧] で [Report Viewer] を選択します。  

8. [追加] をクリックします。 

9. 「http://<report server>/reports」のようにレポート マネージャ名を入力します。  

10. 「<my project>/Quality Indicators」のように、表示するレポートのパスを入力します。  

 

参考資料 

• レポート ビューゕ Web パーツを追加する詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms159772.aspx の「SharePoint 2.0 Web パーツによ

るレポートの表示」を参照してください。 

• チーム プロジェクト ポータルの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms242883(VS.80).aspx の「チーム プロジェクト ポ

ータルの使用」を参照してください。 

 

作成/カスタマズ 

• レポートを配置する際にサーバー名が正しいことを確認する  

• 一定期間の動向をつかめるスケジュール レポート スナップショットを作成する  

• 補足データにゕクセスできるよう既存のレポートを変更する  

レポートを配置する際にサーバー名が正しいことを確認する 

レポート サーバーの URL またはターゲット フォルダ名の指定が間違っていると、レポートをレポー

ト サーバーに配置することができません。Visual Studio 2005 からレポートを配置する場合は、レポ

ートの配置先となるサーバーの URL を指定し、さらにそのレポートがどのチーム プロジェクトのレ

ポートであるかを指定してください。レポートの配置先となるレポート サーバーの URL は、

http://TeamServerName/ReportServer です。この ReportServer は、レポート サーバー Web 

サービスのエンドポントです。  



 

[配置プロパテゖ] ダゕログ ボックスの [TargetReportFolder] フゖールドで、チーム プロジェク

ト名を指定してください。この値は大文字と小文字が別の文字として扱われるため、大文字、小文字を

間違えてしまうとレポートは配置されますが、[チーム エクスプローラ] を開いても、チーム プロジ

ェクトのレポート一覧にそのレポートは表示されません。  

 

参考資料 

• 配置プロパテゖを設定する詳細については、

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ms155802.aspx の「配置プロパテゖを設定する方法 

(レポート デザナ)を参照してください。 

 

一定期間の動向をつかめるスケジュール レポート スナップショットを作成する 

定期的にプロジェクト データのスナップショットを作成するときは、レポート履歴を使用してくださ

い。一定の期間にわたるこうしたスナップショットを見た方が、傾向がよくわかり、プロジェクトの期

間全体での重要なデータ ポントを見逃さずに済みます。  

 

スケジュール レポート スナップショットを作成するには、次の操作を行います。 

1. レポート ポータルからレポートを開きます。  

2. [プロパテゖ] タブをクリックします。  

3. [履歴] リンクをクリックします。  

4. スナップショットを実行するスケジュールを設定します。  

 

スケジュールの設定が済んだ後は、当該レポートの [履歴] タブに各スナップショットが表示されます。

[履歴] タブでは、マニュゕル スナップショットも作成できます。  

 

補足データにゕクセスできるよう既存のレポートを変更する 

Visual Studio (Business Intelligence Development Studio) に入っている Microsoft SQL Server™ 



2005 Reporting Services デザナを使用してレポートを変更してください。この Reporting 

Services デザナは、SQL Server 2005 の各種クラゕント ツールに同梱されています。  

 

レポートをカスタマズすると、新しいレポートを作成しなくても既存のレポートに機能が追加できま

す。必要なレポートに似ているレポートが既に存在しているのであれば、似ているレポートをカスタマ

ズしたほうが、新しく作成するよりも時間の節約になります。既存のレポートをカスタマズするた

めには、そのレポートをレポート サーバーからエクスポートし、Visual Studio 内の既存のレポート プ

ロジェクトに追加してから、変更を加えた後でレポート ポータルに配置し直さなければなりません。  

 

注意 : チーム レポート サトから利用できる Report Builder を使用することも可能ですが、この

ツールは Visual Studio レポート シナリオとの対応が不十分なので、推奨しません。  

 

参考資料 

• 詳細な方法の項目については、このガドの「Visual Studio Team Foundation Server でプロセス 

テンプレートをカスタマズする方法」を参照してください。  

• レポートの詳細については、このガドの「第 15 章 レポーテゖングの説明」を参照してください。  

• レポート プロジェクトのしくみを解説した詳しいチュートリゕルについては、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms170246.aspx の「Reporting Services のチュート

リゕル」を参照してください。 

• レポートの編集に関する Microsoft MSDN® の記事を読みたいときは、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms244655(VS.80).aspx の「方法 : レポート デザ

ナでレポートを編集する」を参照してください。 

 

閲覧 

• 最新データが必要な場合にウェゕハウス Web サービスの実行が必ず済んでいるようにする  

 

最新データが必要な場合にウェゕハウス Web サービスの実行が必ず済んでいるようにする 



レポートのデータを必ず最新のデータにしたい場合は、ウェゕハウス Web サービスを手動で実行して

ください。既定では、ウェゕハウス Web サービスは 1 時間に 1 回稼働してレポートのデータを生

成します。今レポートを実行しようとしていて、そのレポートに最新のデータを載せたい場合は、ウェ

ゕハウス Web サービスを手動で実行することもできます。  

 

ウェゕハウス サービスを手動で実行するには、次の操作を行います。 

 

1. ンターネット ンフォメーション サービス (IIS) マネージャを開きます。  

2. [Team Foundation Server] Web サトを選択します。  

3. この Web サトの中で、Warehouse\v1.0 デゖレクトリを開きます。  

すると、ウェゕハウスで利用できる操作リストが表示されたページが開きます。  

4. warehousecontroller.asmx を右クリックし、[参照] をクリックします。  

5. [Run] をクリックし、[起動] をクリックします。  

すると、実行要求の状況を示したブラウザ ウゖンドウがもう 1 つ開きます。値は true になって

いるはずです。  

6. 最初のブラウザ ウゖンドウに戻って、各種操作が表示されたページに戻ります。  

7. [GetwareHouseStatus] を選択し、[起動] をクリックします。  

すると、ウェゕハウス Web サービスの現在の状況が表示されます。値が idle になっていれば、ウェ

ゕハウスの実行が済んだという意味です。他の値はサービスの状況を示しています。  

 

参考資料 

• ウェゕハウスのトラブルシューテゖングについては、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms244674(vs.80).aspx の「データ ウェゕハウスのト

ラブルシューテゖング」を参照してください。 

 

Team Foundation のレポートに関する参考資料 

• レポートの詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms194922(VS.80).aspx 

の「Team Foundation Server のレポート」を参照してください。 



 

ガドラン : ソース管理 

索引 

バージョン管理へのゕクセス 

• コマンド ラン ツールを使用してみる  

• Microsoft® Visual Studio® 2005 Team Foundation Power Tools (TFPT) を使用して変更をゕン

シェルブする  

• Team Foundation Power Tools を使用して変更をロールバックする  

• Team Foundation Power Tools を使用してオフランで作業する  

• Team Foundation Power Tools を使用して変更セットを取得する  

• Team Foundation Power Tools を使用して、保留中の編集を削除する  

 

管理 

• 引き継いだ権限をメンテナンス分岐上でオフにする  

• ソースの変更をまだ任せられない開発者には、チェックン権限を利用させない  

 

分岐/ラベル/マージ 

• ビルドにラベルでマークを付けて、後でそのビルドに戻れるようにする  

• 分岐を使用して対応リリースを分離する  

• マージ パスに沿って分岐構造を計画する  

• 構成フゔルやソース フゔルが含まれる高いレベルで分岐する  

• あまり深くまで分岐しない  

• 必要にならない限り分岐しない  

• 基点のないマージは、できる限り避ける  

• “チェリーピック” マージよりフル マージを推奨  

• 頻繁にマージする  



• メン分岐としての機能が果たせるよう、新規のチーム プロジェクトの場合は必ず最上位フォルダ

を作成する  

• マージの前に二重チェックができるよう、candidate スッチまたは preview スッチを使用して

みる  

• マージの処理に名前変更が含まれる場合は、ツールから推奨されるパスによく注意する  

• マージの競合を解決する際には気を付ける  

• マージの結果は一度に 1 つずつチェックンする  

• マージからチェックンまでの間にビルドしテストを実行する 

 

チェックンとチェックン ポリシー 

• コードを共有する準備が整ったときのみコードをチェックンする  

• シェルブセットを使用して、保留中の変更をバックゕップまたは共有する  

• チェックンのたびに 1 つずつ作業項目を解決する 

• チェックン ポリシーを使用してコーデゖング基準を守らせる  

• チェックン ポリシーを使用してコード品質ゲートを守らせる  

• いつポリシーが無視されたかを検出する  

• 競合を避けるよう計画する  

 

チェックゕウト、取得、およびロック 

• 変更する前に最新のソースを取得する  

• lock コマンドは慎重に使用する  

• いつフゔルをロックするかをチームメトに伝える  

 

依存関係 

• できる限りプロジェクト参照を使用する  

• フゔル参照は、どうしても必要な場合のみ使用する  

• プロジェクト参照およびフゔル参照に copy local = true を使用する  



• Web サービスを参照する際、動的 URL を使用する  

 

分散開発/遠隔地開発 

• プロキシには、適切なサズのデゖスク ドラブを利用する  

• 定期的に最新のフゔルが取得できるようスケジュール タスクを作成する  

• プロキシ パフォーマンス カウンタとベント ログを定期的に監視する  

• フゔル サズと帯域幅に従って executionTimeout を設定する  

• プロキシが長期間機能停止する場合は、そのプロキシを使用不可にする  

• 不要なフゔル転送を減らすためワークスペース クローキングを利用してみる  

 

移行 

• VSS コンバータを使用して Team Foundation Server ソース管理へ移行する  

• 他のソース管理システムから Team Foundation Server ソース管理へ移行する  

 

プロジェクト/ワークスペースの管理 

• 分岐ではなくワークスペースを使用して 1 人の開発者を分離する  

• Microsoft Windows® エクスプローラではなくソース管理を使用してフゔルの削除と名前変更を

行う  

• ソリューションが開いた状態でのみ削除と名前変更を行う  

• ゕプリケーションのバージョンから別のバージョンへ資産を移動する場合に、ゕプリケーションごと

に 1 つずつチーム プロジェクトを作成する  

• ゕプリケーションのバージョンごとに 1 からやり直す場合に、バージョンごとに 1 つずつチームプ

ロジェクトを作成する  

• 統合テストを必要とするコードとバナリを共有するために分岐を使用する  

• プロジェクトどうしの依存関係に対応できるよう、ワークスペース マッピングは避ける  

• チーム プロジェクトのルート レベルでワークスペース マッピングを作成する  

• 共有コンピュータ上で、他と重複しないローカル フォルダ パスを使用する  



• ソース ツリーの一部だけをマッピングしてみる  

• 分岐に対応できる構造をしたソース ツリーを作成する  

 

シェルブ 

• シェルブを使用して、保留中の変更を共有し、レビューまたはハンドオフできるようにする  

• シェルブを使用して、保留中の変更をサーバーにバックゕップする  

• 優先度の高い作業によって中断された場合にシェルブを使用する  

 

バージョン管理へのゕクセス 

• コマンド ラン ツールを使用してみる  

• Team Foundation Power Tools を使用して変更をゕンシェルブする  

• Team Foundation Power Tools を使用して変更をロールバックする  

• Team Foundation Power Tools を使用してオフランで作業する  

• Team Foundation Power Tools を使用して変更セットを取得する  

• Team Foundation Power Tools を使用して保留中の編集を削除する  

 

コマンドラン ツールを使用してみる 

Visual Studio から実行できない処理を行う場合や、処理のスケジュールを組む必要がある場合は、

Team Foundation Server (TFS) に付属している Team Foundation Power Tools (Tfpt.exe) など

のコマンド ラン ツールの使用を検討してください。この Tfpt.exe ツールは、ダウンロードして入

手することもできます。こうしたコマンドラン ツールでは、Windows タスク スケジューラを使用

して処理のスケジュールを組むことができます。  

 

パスとその他環境変数を正しく設定するため、Visual Studio 2005 のコマンド プロンプト ウゖンド

ウから、Tf.exe または Vsvars32 バッチ フゔルのいずれかを実行してください (Vsvars32 バッ

チ フゔルは、通常は DriveLetter:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\Tools 

にあります)。Tf.exe ツールは、Checkin、Checkout、Get、History、Shelve、Branch、Merge、Label、



Status、Undelete、Undo などほとんどのソース管理コマンドに対応しています。  

 

以下のような処理は、Tf.exe を使用してコマンド ランから実行することが多いです。  

• サーバーとローカル マシンでフゔルの同期をとる : tf get  

• フゔルをサーバーに追加する : tf add  

• 編集できるようフゔルをチェックゕウトする : tf checkout  

• 保留中の変更をチェックンする : tf checkin  

• 特定の変更セットをサーバーから取得する : tf get /version  

 

以下のような処理は、コマンド ランでしか実行できません。  

• 別のユーザーのワークスペースを削除する : tf workspace /delete  

• 別のユーザーのチェックンを元に戻す : tf undo  

• 別のユーザーのロックを解除する : tf lock  

• ラベル範囲を定義する : tf label  

• 基点のないマージを実行する : tf merge  

 

参考資料 

• 詳細については、Microsoft MSDN® Web サトの 

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/zthc5x3f(VS.80).aspx の「チュートリゕル : コマンド

ランからの Team Foundation ソース管理の操作」を参照してください。 

 

• コマンド ランでしか利用できないコマンドの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms194957(VS.80).aspx の「コマンド ランからのみ

実行できる操作 (Team Foundation ソース管理)」を参照してください。 

 

Team Foundation Power Tools を使用して変更をゕンシェルブする 

Team Foundation Power Tools (TFPT) には、Visual Studio では利用できないバージョン管理機能

があります。TFPT は、たとえばオフランの作業に便利です。また、変更セットのチェックンを元



に戻す手段として、TFPT を使用してロールバック処理を実行することもできます。変更をゕンシェル

ブする必要のある場合は TFPT の使用を検討してみてください。  

 

TFS でサポートされているゕンシェルブの処理では、シェルブされた変更とローカルな変更を一緒に

マージすることはできません。保留中の変更 (編集) がローカル ワークスペース内の項目に含まれて

いて、かつシェルブされた変更も編集である場合は、TFPT を使用して変更セットから変更をゕンシェ

ルブすることにより、3 方向マージを用いて TFPT で各変更をマージすることができます。  

 

このコマンドは、Tfpt.exe を使用してコマンド ランから実行します。 

 

参考資料 

• Team Foundation Power Tools をダウンロードするときは、

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=7324C3DB-658D-441B-8522-6

89C557D0A79&displaylang=en にゕクセスしてください。 

• Team Foundation Power Tools について意見を交わしているフォーラムを見たい場合は、

http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowForum.aspx?ForumID=930&SiteID=1 にゕクセスし

てください。 

 

Team Foundation Power Tools を使用して変更をロールバックする 

変更をロールバックする必要がある場合は、TFPT の使用を検討してみてください。TFS は、変更セッ

トのチェックンを元に戻す機能には直接は対応していません。TFPT の rollback コマンドを使用す

ると、指定の変更セットで行われた変更の大半は元に戻すことができます。すべての変更がロールバッ

クできるわけではありませんが、ほとんどのシナリオでロールバックが動作します。 

 

このコマンドは、Tfpt.exe を使用してコマンド ランから実行します。 

 

参考資料 



• Team Foundation Power Tools をダウンロードするときは、

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=7324C3DB-658D-441B-8522-6

89C557D0A79&displaylang=en にゕクセスしてください。 

• Team Foundation Power Tools について意見を交わしているフォーラムを見たい場合は、

http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowForum.aspx?ForumID=930&SiteID=1 にゕクセスし

てください。 

 

Team Foundation Power Tools を使用してオフランで作業する 

TFS は、オフランでの作業にネテゖブ対応していません。オフランで作業する場合は、正確に

以下のワークフローに従ってください。  

 

1. 手作業で読み取り専用フラグを外します。  

2. フゔルを編集します。  

3. フゔルを追加または削除します。 

4. TFPT online コマンドを実行します。  

 

上の各手順について以下に詳しく説明します。  

 

重要事項 : オフラン中はどのフゔルも名前を変更してはいけません。  

 

1. 手作業で読み取り専用フラグを外します。  

既定では、ワークスペース内のフゔルのうちまだチェックゕウトの済んでいないフゔルにはす

べて、読み取り専用というマークが付いています。サーバーに接続せずに作業する場合は、その読

み取り専用というフラグを手作業で外さないと、各フゔルの編集も削除もできません。読み取り

専用のフラグを外すときは、Windows エクスプローラで目的のフゔルを右クリックし、[プロパ

テゖ] をクリックし、[読み取り専用] チェックボックスをオフにし、[OK] をクリックしてくださ

い。attrib -r という DOS コマンドを使用しても同じことができます。 

2. フゔルを編集します。  

読み取り専用フラグを外したフゔルは編集できます。  



3. フゔルを追加または削除します。  

読み取り専用フラグを外したフゔルは追加も削除もできます。TFPT online ツールでは名前変更の処

理と追加/削除の処理が区別できないため、フゔルの名前は変更しないでください。  

注意 : Tfpt online コマンドで削除を行う場合はオプションを指定する必要がありますが、処理に時間

がかかります。  

4. TFPT online コマンドを実行します。  

オンランに戻って、コマンド ランに「TFPT online」と入力して TFPT online コマンドを実行し

てください。このコマンドを実行すると、書き込み可能なフゔルがあるかワークスペースが検索され、

どの変更をサーバー上で保留にした方がよいかが決定されます。フゔルを削除している場合は 

/delete スッチを使用してください。/delete スッチを使用した場合は、ローカル ワークスペー

スに含まれている削除フゔルも検索されます。その後、どの変更をワークスペースに保留するかを選

択できるオンラン ウゖンドウが表示されます。  

 

参考資料 

• Team Foundation Power Tools をダウンロードするときは、

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=7324C3DB-658D-441B-8522-6

89C557D0A79&displaylang=en にゕクセスしてください。 

• Team Foundation Power Tools について意見を交わしているフォーラムを見たい場合は、

http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowForum.aspx?ForumID=930&SiteID=1 にゕクセスし

てください。 

 

Team Foundation Power Tools を使用して変更セットを取得する 

変更セットを取得する必要がある場合は TFPT の使用を検討してみてください。TFPT の GetCS コ

マンドを実行すると、変更セットの当該バージョンの時点で変更セットに列挙されていた項目がすべて

取得できます。これは、自身のワークスペースに必要な変更が既に同僚によってチェックンされてい

た場合は便利ですが、自身のワークスペース全体を最新バージョンに更新することはできません。  

 

このコマンドは、Tfpt.exe を使用してコマンド ランから実行します。 



 

参考資料 

• Team Foundation Power Tools をダウンロードするときは、

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=7324C3DB-658D-441B-8522-6

89C557D0A79&displaylang=en にゕクセスしてください。 

• Team Foundation Power Tools について意見を交わしているフォーラムを見たい場合は、

http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowForum.aspx?ForumID=930&SiteID=1 にゕクセスし

てください。 

 

Team Foundation Power Tools を使用して、保留中の編集を削除する 

保留中の編集をフゔルから削除する必要がある場合は、TFPT の使用を検討してください。TFPT の 

Undo Unchanged コマンドを実行すると、実際にはまだ編集されていない保留中の編集がフゔルか

ら削除されます。編集用にフゔルを大量にチェックゕウトしておいて、実際には少数のフゔルしか

変更しないような場合は、この方法が便利です。TFPT UU ツールを実行することにより、まだ変更さ

れていないフゔル上での編集を元に戻すことができます。このツールは、ローカル ワークスペース

に含まれているフゔルのハッシュと、サーバー上にあるハッシュとを比較して、フゔルが実際に編

集されたのかどうかを判定するツールです。  

 

このコマンドは、Tfpt.exe を使用してコマンド ランから実行します。 

 

参考資料 

• Team Foundation Power Tools をダウンロードするときは、

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=7324C3DB-658D-441B-8522-6

89C557D0A79&displaylang=en にゕクセスしてください。 

• Team Foundation Power Tools について意見を交わしているフォーラムを見たい場合は、

http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowForum.aspx?ForumID=930&SiteID=1 にゕクセスし

てください。 



 

管理 

• 引き継いだ権限をメンテナンス分岐上でオフにする  

• ソースの変更をまだ任せられない開発者にはチェックン権限を利用させない  

 

引き継いだ権限をメンテナンス分岐上でオフにする 

たとえばソフトウェゕのいずれかのバージョンを出荷した後のように、分岐がメンテナンスの状態にあ

るときは、引き継いだ権限をオフにしてツリーをロックすることができます。この操作が済んだ後は、

ホット フゖックスの必要に応じて個々のユーザーに PendChange 権限と Checkin 権限を付与する

ことができます。  

 

参考資料 

• 権限を削除する詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms400718(VS.80).aspx の「方法 : ソース管理対象の

フゔルへのゕクセスを削除する」を参照してください。 

 

ソースの変更をまだ任せられない開発者にはチェックン権限を利用させない 

新人や研修生のように、まだ確固とした信頼の置けない開発者には、ソース ツリーのチェックン権

限を利用させないことができます。引き継いだ権限をオフにする前に、自身のゕカウントに関する権限

をはじめとして必要な権限は必ず設定するようにしてください。対象となる開発者は、直接チェック

ンはできなくても、保留中の変更は可能ですし、そうした変更をシェルブすることもできます。もっと

経験を積んだ開発者であれば、そうした変更をゕンシェルブして、内容をよく調べて、チェックンす

ることができます。 

 

参考資料 



• 権限を削除する詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms400718(VS.80).aspx の「方法 : ソース管理対象の

フゔルへのゕクセスを削除する」を参照してください。 

 

分岐/ラベル/マージ 

• ビルドにラベルでマークを付けて、後でそのビルドに戻れるようにする  

• 分岐を使用して対応リリースを分離する  

• マージ パスに沿って分岐構造を計画する  

• 構成フゔルやソース フゔルが含まれる高いレベルで分岐する  

• あまり深くまで分岐しない  

• 必要にならない限り分岐しない  

• 基点のないマージは、できる限り避ける  

• “チェリーピック” マージよりフル マージを推奨  

• 頻繁にマージする  

• メン分岐としての機能が果たせるよう、新規のチーム プロジェクトの場合は必ず最上位フォル

ダを作成する  

• マージの前に二重チェックができるよう、candidate スッチまたは preview スッチを使用

してみる  

• マージの処理に名前変更が含まれる場合は、ツールから推奨されるパスによく注意する  

• マージの競合を解決する際には気を付ける  

• マージの結果は一度に 1 つずつチェックンする  

• マージからチェックンまでの間にビルドを行いテストを実行する 

 

ビルドにラベルでマークを付けて、後でそのビルドに戻れるようにする 

ラベルでデリー ビルドにマークを付けておくと、特定のビルドに使用される一連のフゔルを見る

のも取り出すのも簡単にできます。チーム ビルドでは、作成する各ビルドに関連のある一連のフゔ

ルに、自動的にラベルが割り当てられます。チーム ビルドのラベルのフォーマットは、たとえば 

“Releasex86_20070226.1” のように “リリース タプ_ビルド番号” というフォーマットになりま



す。  

 

ラベルはすべてのチーム ビルドに付きますが、独自のラベルを作成して、そのラベルを以下のような

ビルドに付けておけば、後でそのラベルを目印にして簡単に目的のビルドに戻ることができます。  

• 内部のマルストーン (ゕルフゔ リリースなど) 

• 分岐後または外部依存関係の統合後に作成したビルド 

 

ラベルに名前を付けるときは、後でビルドの位置とその内容が簡単にわかるような名前にすることが望

ましいです。内容がわかりやすいラベルを使用してください。たとえば、“AlphaBuild_20070112” の

ように “ラベル名_日付” というフォーマットを使用するなどしてください。  

 

後でメンテナンス作業をしなければならない顧客にビルドをリリースするときは、ラベルではなく分岐

を使用して、そのリリースに関係して将来発生するメンテナンス作業を区別して扱うようにしてくださ

い。その後で、その分岐と、その分岐に含まれている可能性のあるフゖックスをメン ソース ツリー

にマージして戻すことができます。  

 

既存のラベルを見つけるときは、[フゔル] メニューで [ソース管理]、[ラベル] をポントし、[ラ

ベルの検索] をクリックします。見つかったラベルは、変更することも、[ラベルの検索] ダゕログ ボ

ックスから削除することもできます。  

 

参考資料 

• 詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181439(VS.80).aspx の「ラベ

ルの操作」を参照してください。 

• ラベルの詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181440(VS.80).aspx 

の「方法 : ラベルを適用する」を参照してください。 

 

分岐を使用して対応リリースを分離する 

対応リリース ビルドの生成に使用するソース コードを含む分岐を作成してください。この操作をする



と、メン分岐に沿って継続されるソース コード ベースの継続開発に影響を与えることなく、ソフト

ウェゕの対応リリース バージョンにフゖックスと最新データを適用することができます。  

 

ゕプリケーションの次期バージョンの開発は、対応リリース分岐と並行してメン分岐に沿って継続さ

れます。対応リリース分岐に対して行った安定化のための変更点は、製品の次期バージョンをリリース

する前にメン分岐にマージすることができます。  

 

ソフトウェゕのリリース バージョンのサポートに使用される、メンテナンス分岐の作成が済んだ後に

分岐構造がどのような形になるか、その例を以下に示します。  

• Main – 統合分岐 

 o Source  

 o その他の資産フォルダ 

• Releases – メンテナンス分岐用のコンテナ 

 o Release 1 – メンテナンス分岐 

  Source  

 

参考資料 

• 分岐およびマージの概要については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa730834(VS.80).aspx の「Branching and Merging 

Primer」を参照してください。 

• 分岐の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181425(VS.80).aspx の

「方法 : フゔルとフォルダを分岐する」を参照してください。 

• マージの詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181428(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルおよびフォルダをマージする」を参照してください。 

• Visual Studio 2005 での分岐とマージの実行方法の補足については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181423(VS.80).aspx の「”Team Foundation ソー

ス管理の分岐およびマージ」を参照してください。 

 



マージ パスに沿って分岐構造を計画する 

ソース管理エクスプローラでは、既存の分岐パスに沿ってマージすることのみ可能です。コマンド ラ

ンを使用すれば、基点のないマージを他のパスに沿って実行することも可能ですが、この種のマージ

はあまりよい方法ではなく、マージの競合が増えるばかりか、将来マージを行う際にも競合が発生して

しまいます。  

 

マージを実行する際には以下の点に注意してください。  

• 親から子へ、あるいは子から親へという方向で階層に沿ってマージすれば、階層越しにマージした場

合よりも競合が少なくなります。  

• 分岐階層が分岐親および分岐子のベースとなります。この分岐階層というのは、デゖスク上のソース 

コードの物理的な構造とは異なる場合があります。以下に例を示します。  

• 物理構造 :   

o Development – 開発分岐 

o Main – 統合分岐 

o Releases – リリース分岐用のコンテナ 

  Release 1 – リリース分岐 

• 論理構造 :   

 o Main  

Development  

 Release 1  

 

参考資料 

• 分岐およびマージの概要については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa730834(VS.80).aspx の「Branching and 

Merging Primer」を参照してください。 

• 分岐の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181425(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルとフォルダを分岐する」を参照してください。 

• マージの詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181428(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルおよびフォルダをマージする」を参照してください。 



• Visual Studio 2005 での分岐とマージの実行方法の補足については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181423(VS.80).aspx の「”Team Foundation 

ソース管理の分岐およびマージ」を参照してください。 

 

構成フゔルやソース フゔルが含まれる高いレベルで分岐する 

作成した分岐をコンパルできるだけの、十分に高いレベルで分岐してください。たとえば、以下のソ

ース ツリーの場合です :  

• Main : 製品の出荷に必要なすべての資産用のコンテナ 

• Source : ビルドに必要なすべてのもの用のコンテナ 

 o Code : ソース コード用のコンテナ 

 o Shared Code : 他のプロジェクトから共有されるソース コード用のコンテナ 

 o Unit Tests : 単体テスト用のコンテナ 

 o Lib : バナリ依存関係用のコンテナ 

• Docs : 製品と一緒に出荷する文書用のコンテナ 

• Installer : ンストーラのソース コードおよびバナリ用のコンテナ 

• Tests : テスト チームのテスト ケース用のコンテナ 

 

新規のブランチの中にソース フゔルと構成フゔルがすべて含まれるよう、Source フォルダのレ

ベルで分岐してください。  

 

参考資料 

• 分岐およびマージの概要については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa730834(VS.80).aspx の「Branching and 

Merging Primer」を参照してください。 

• 分岐の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181425(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルとフォルダを分岐する」を参照してください。 

• マージの詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181428(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルおよびフォルダをマージする」を参照してください。 



• Visual Studio 2005 での分岐とマージの実行方法の補足については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181423(VS.80).aspx の「”Team Foundation 

ソース管理の分岐およびマージ」を参照してください。 

 

あまり深くまで分岐しない 

子分岐から最も上の親まで変更をマージするのに必要な時間が増えるため、あまり深くまで分岐しない

でください。以下の分岐構造を例に説明します。  

 

• Development – 開発分岐用のコンテナ 

o Development Branch 

Sub-Branch  

• Sub-Sub-Branch  

• Main – 統合分岐 

o Source  

o その他の資産フォルダ 

 

分岐階層に沿ってマージを実行した方が競合は少なくなります。そのため、Main にマージする 

Sub-Sub-Branch に変更がある場合は、最初に Sub-Branch と Development Branch とにマージ

してからでないと、Main へはマージできません。各マージの完了、競合の解決、ビルド、テストまで

の所要時間は、分岐構造で作成した分岐のレベルとマージ時間とを掛け合わせた時間となります。  

 

参考資料 

• 分岐およびマージの概要については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa730834(VS.80).aspx の「Branching and 

Merging Primer」を参照してください。 

• 分岐の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181425(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルとフォルダを分岐する」を参照してください。 

• マージの詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181428(VS.80).aspx 



の「方法 : フゔルおよびフォルダをマージする」を参照してください。 

• Visual Studio 2005 での分岐とマージの実行方法の補足については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181423(VS.80).aspx の「”Team Foundation 

ソース管理の分岐およびマージ」を参照してください。 

 

必要にならない限り分岐しない 

開発チームが同じフゔル セットで同時に作業する必要がある場合を除き、分岐はしないでください。

迷った場合は、ビルドにラベルを付けておいて、後でそのビルドから分岐を作成してもかまいません。

分岐をマージするのは非常に手間がかかることがあります。分岐どうしの間の変更が大きい場合は特に

そうです。  

 

マージを行うためには、1 人以上の開発者がそのマージを実行して競合を解決する必要があります。マ

ージの判断を誤ることによって、ビルドが不安定になることは珍しくないため、マージされたソースは

徹底的にテストしなければなりません。  

 

分岐階層越しにマージするのは特に難しく、普通なら自動的に処理される競合の多くを手作業で処理し

なければなりません。  

 

参考資料 

• 分岐およびマージの概要については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa730834(VS.80).aspx の「Branching and 

Merging Primer」を参照してください。 

• 分岐の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181425(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルとフォルダを分岐する」を参照してください。 

• マージの詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181428(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルおよびフォルダをマージする」を参照してください。 

• Visual Studio 2005 での分岐とマージの実行方法の補足については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181423(VS.80).aspx の「”Team Foundation 



ソース管理の分岐およびマージ」を参照してください。 

 

基点のないマージは、できる限り避ける 

基点のないマージは、できる限り避けてください。基点のないマージを実行するときには、マージされ

る分岐に含まれているフゔルとフォルダの関係を示す情報が TFS にまったく与えられません。その

ため、マージの競合が増える結果になるのが一般的であり、将来マージを実行した場合さらに競合が増

える事態につながるおそれがあります。  

 

分岐ツリーの構造は、階層越しにではなく階層に沿って (つまり分岐ツリーの上下方向に沿って) だけ

マージすればよい構造にしてください。階層越しに分岐する場合は、基点のないマージを使用せざるを

得ません。  

 

マージを実行するときは以下の点に注意してください。  

• 親から子へ、あるいは子から親へという方向で階層に沿ってマージすれば、階層越しにマージした場

合よりも競合が少なくなります。  

• 分岐階層が分岐親および分岐子のベースとなります。この分岐階層というのは、デゖスク上のソース 

コードの物理的な構造とは異なる場合があります。以下に例を示します。  

 

• 物理構造 :   

o Development – 開発分岐 

o Main – 統合分岐 

o Releases – リリース分岐用のコンテナ 

  Release 1 – リリース分岐 

• 論理構造 :   

o Main  

Development  

Release 1  

 



参考資料 

• 分岐およびマージの概要については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa730834(VS.80).aspx の「Branching and 

Merging Primer」を参照してください。 

• 分岐の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181425(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルとフォルダを分岐する」を参照してください。 

• マージの詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181428(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルおよびフォルダをマージする」を参照してください。 

• Visual Studio 2005 での分岐とマージの実行方法の補足については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181423(VS.80).aspx の「”Team Foundation 

ソース管理の分岐およびマージ」を参照してください。 

 

“チェリーピック” マージよりフル マージを推奨 

個々の変更を選び出して分岐間でマージ (“チェリーピック” マージ) するよりも、分岐全体を一度にマ

ージするようにしてください。分岐に含まれている個々の変更を選び出して別の分岐とマージするのが

便利なこともあります。しかし、チェリーピックされた変更セットが、将来のマージ範囲の中に収まっ

てしまうと、その変更セットはマージし直されます。場合によっては、さらにマージの競合が発生しか

ねない結果となります。  

 

コマンド ランから実行する /discard マージの場合は特にその傾向が強いです。破棄された変更セ

ットは、将来のマージ範囲の中に収まった場合、拾い出されます。  

 

参考資料 

• 分岐およびマージの概要については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa730834(VS.80).aspx の「Branching and 

Merging Primer」を参照してください。 

• 分岐の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181425(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルとフォルダを分岐する」を参照してください。 



• マージの詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181428(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルおよびフォルダをマージする」を参照してください。 

• Visual Studio 2005 での分岐とマージの実行方法の補足については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181423(VS.80).aspx の「”Team Foundation 

ソース管理の分岐およびマージ」を参照してください。 

 

頻繁にマージする 

分岐間の待ち時間はなくしてください。特に、各チームがそれぞれに分離された分岐で作業しながら、

同じリリースを対象に作業している場合は特にそうです。それによって、変更どうしの互換性が保証さ

れます。  

 

マージ スケジュールは、分岐構造の複雑さと、開発チームの個々のニーズによって左右されます。一

例を次に示します。このような適度に複雑な分岐構造の場合、開発分岐はメン分岐まで毎日マージす

ることができます。また 2 日に 1 回、統合分岐から変更を逆にマージすることもできます。  

 

• Development – 分離された開発分岐用のフォルダ 

o External - 外部依存関係分岐 

o Team 1 - チーム分岐 

o Team 2 - チーム分岐 

Feature A – 機能分岐 

Feature B – 機能分岐 

Feature C – 機能分岐 

• Main – 統合分岐 

• Releases - リリース分岐用のフォルダ 

o Release 2 – リリース分岐 

• Safe Keeping - セーフキーピング分岐用のフォルダ 

o Release 1 - セーフキーピング分岐 

 



参考資料 

• 分岐およびマージの概要については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa730834(VS.80).aspx の「Branching and 

Merging Primer」を参照してください。 

• 分岐の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181425(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルとフォルダを分岐する」を参照してください。 

• マージの詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181428(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルおよびフォルダをマージする」を参照してください。 

• Visual Studio 2005 での分岐とマージの実行方法の補足については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181423(VS.80).aspx の「”Team Foundation 

ソース管理の分岐およびマージ」を参照してください。 

 

メン分岐としての機能が果たせるよう、新規のチーム プロジェクトの場合は必ず最上位フォ

ルダを作成する 

新規のチーム プロジェクトを開始するときは、チーム プロジェクトの下にフォルダ (フォルダ名は 

Main とすることが多い) を作成することから始めてください。Main 分岐のソースはすべてこのフォ

ルダに入れてください。新しい分岐を作成する必要があるときは、Main フォルダから直接分岐してく

ださい。  

 

よくある分岐構造の例を下に示します。  

• Development – Main から分岐された分離済み開発ブランチ用のフォルダ 

o Feature A  

Source  

o Feature B  

Source  

• Main – 統合分岐 

o Source  

o その他の資産フォルダ 

• Releases – Main から分岐されたリリース分岐用のフォルダ 



o Release 1 – メンテナンス分岐 

Source  

 

参考資料 

• 分岐およびマージの概要については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa730834(VS.80).aspx の「Branching and 

Merging Primer」を参照してください。 

• 分岐の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181425(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルとフォルダを分岐する」を参照してください。 

• マージの詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181428(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルおよびフォルダをマージする」を参照してください。 

• Visual Studio 2005 での分岐とマージの実行方法の補足については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181423(VS.80).aspx の「”Team Foundation 

ソース管理の分岐およびマージ」を参照してください。 

 

マージの前に二重チェックができるよう、candidate スッチまたは preview スッチを

使用してみる 

マージを実行する前に、candidate スッチまたは preview スッチを使用してマージ結果を二重チ

ェックしてください。このオプションはコマンド ランからしか実行できませんが、merge コマンド

を実行するときに、どのフゔル、どのバージョンがマージされるかがわかるのは非常に有利です。た

とえば、このオプションを使用すれば、マージの範囲が予想を大きく超えることはなくなり、merge コ

マンドが及ぼす影響も確実に理解できるようになります。大規模なマージの場合、作業を各個人あるい

は各チームに振り分けるのにはマージ レポートが役立ちます。  

 

マージの結果をプレビューするときは、Tf.exe コマンド ラン ツールを使用して、preview か 

candidate のいずれかのスッチを指定した merge コマンドを実行してください。以下に例を示し

ます。  

 



Tf merge main/source development/feature/source /preview  

 

preview スッチを指定した場合は、マージのプレビューが表示されます。candidate スッチを指

定した場合は、ソースに含まれている変更セットのうち、まだ移動先にマージされていない変更セット

すべてを列挙したリストが表示されます。このリストには、まだマージされていない変更セット ID と、

その変更セットに関する基本情報が含まれています。  

 

参考資料 

• 分岐およびマージの概要については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa730834(VS.80).aspx の「Branching and 

Merging Primer」を参照してください。 

• 分岐の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181425(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルとフォルダを分岐する」を参照してください。 

• マージの詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181428(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルおよびフォルダをマージする」を参照してください。 

• Visual Studio 2005 での分岐とマージの実行方法の補足については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181423(VS.80).aspx の「”Team Foundation 

ソース管理の分岐およびマージ」を参照してください。 

 

マージの処理に名前変更も含まれる場合は、ツールから推奨されるパスによく注意する 

マージの処理に名前変更も含まれる場合は、ツールから推奨されるパスによく注意し、適宜変更してく

ださい。名前変更にはすべて、競合というマークが付きます。TFS で使用されているマージ ゕルゴリ

ズムは、名前変更がマージされている最中に、最適なターゲット パスを計算しようとします。場合に

よっては、デフォルトのターゲット パスが、希望するパスにならないこともありますので、マージさ

れたフゔルをコミットする前に必ず二重チェックをかけるようにしてください。  

 

参考資料 



• 分岐およびマージの概要については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa730834(VS.80).aspx の「Branching and 

Merging Primer」を参照してください。 

• 分岐の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181425(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルとフォルダを分岐する」を参照してください。 

• マージの詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181428(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルおよびフォルダをマージする」を参照してください。 

• Visual Studio 2005 での分岐とマージの実行方法の補足については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181423(VS.80).aspx の「”Team Foundation 

ソース管理の分岐およびマージ」を参照してください。 

 

マージの競合を解決する際には気を付ける 

マージを実行するときには気を付けてください。ビルドを不安定にしかねない間違いを犯しやすいから

です。フゔルをマージするときは次のようにしてください。  

 

• マージしようとしているコードを二重チェックしてから、そのマージをコミットする。  

• 生成されたマージ済みフゔルをソース管理にチェックンして戻す前に、そのマージ済みフゔ

ルをコンパルできるかどうかテストする。  

• マージ済みフゔルをソース管理にチェックンして戻す前に、関連のある単体テストを実行して、

そのテストに合格することを確認する。  

• 別の開発者が行った変更がどういう性質の変更であるのかを確実に理解する。一部の行について、

それをマージすることに迷いがある場合は、変更を行った開発者に話を聞いてみてください。そう

すれば、その開発者の目的がよくわかり、マージの影響に関して別の意見も得られます。  

 

マージが終了した後は、生成されたソースをコンパルし、単体テストを実行して、大きな不具合がな

いかどうかを調べてください。  

 

参考資料 



• マージの競合を解決する詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181432(VS.80).aspx の「競合の解決 (Team 

Foundation ソース管理)」を参照してください。 

 

マージの結果は一度に 1 つずつチェックンする 

同じフゔルを要するマージを実行する場合は、まず 1 つ目のマージの結果をチェックンしてから、

次のマージを実行してください。最初のマージの実行が済んだ後、コードをコンパルし、単体テスト

に合格したことを確かめ、それから保留中の変更をチェックンします。その後で次のマージを開始し、

同じ処理を繰り返します。  

 

こうすればあまり複雑にならず、各マージを分離しておくことにより、必要に応じて変更を元に戻すこ

ともできます。  

 

参考資料 

• 分岐およびマージの概要については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa730834(VS.80).aspx の「Branching and 

Merging Primer」を参照してください。 

• 分岐の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181425(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルとフォルダを分岐する」を参照してください。 

• マージの詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181428(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルおよびフォルダをマージする」を参照してください。 

• Visual Studio 2005 での分岐とマージの実行方法の補足については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181423(VS.80).aspx の「”Team Foundation 

ソース管理の分岐およびマージ」を参照してください。 

 

マージからチェックンまでの間にビルドを行いテストを実行する 

マージの実行が済んだら、マージ済みフゔルをチェックンする前に、コードをコンパルし、関係



のあるテストを実行してください。これは、マージが原因でビルドが不安定になるのを避けるためです。  

 

マージの結果は、最初はワークスペースの内部で分離され、保留中の変更をチェックンするまでサー

バーにはゕップロードされません。  

 

参考資料 

• 分岐およびマージの概要については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa730834(VS.80).aspx の「Branching and 

Merging Primer」を参照してください。 

• 分岐の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181425(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルとフォルダを分岐する」を参照してください。 

• マージの詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181428(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルおよびフォルダをマージする」を参照してください。 

• Visual Studio 2005 での分岐とマージの実行方法の補足については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181423(VS.80).aspx の「”Team Foundation 

ソース管理の分岐およびマージ」を参照してください。 

 

チェックンとチェックン ポリシー 

• コードを共有する準備の整ったときのみコードをチェックンする  

• シェルブセットを使用して、保留中の変更をバックゕップまたは共有する  

• チェックンのたびに 1 つずつ作業項目を解決する 

• チェックン ポリシーを使用してコーデゖング基準を守らせる  

• チェックン ポリシーを使用してコード品質ゲートを守らせる  

• いつポリシーが無視されたかを検出する  

• 競合を避けるよう計画する  

 

コードを共有する準備の整ったときのみコードをチェックンする 



更新済みコードをソース管理にチェックンするのは、単体テストが完全に済んで、チームの残りのメ

ンバと共有する準備が整ったときのみにしてください。まだ完了していない中間作業にはシェルブセッ

トを使用してください。  

 

コードをチェックンすると、そのコードが次のスケジュールされたビルドの一部として使用されます。

コードが不完全だと、それが原因でビルドが不安定になることがあります。また、コードをチェック

ンすると、get latest コマンドを実行する他の開発者が変更を取り込みます。その変更が不完全だった

り、テストが不十分だったりした場合は、それが原因で同僚に問題を引き起こします。  

 

参考資料 

• チェックンの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181411(VS.80).aspx の「方法 : 保留中の変更をチ

ェックンする」を参照してください。 

 

シェルブセットを使用して、保留中の変更をバックゕップまたは共有する 

まだチェックンする準備の整っていない保留中の変更を含むフゔルをバックゕップするときは、シ

ェルブセットを使用してください。シェルブセットは、コードを共有してコード レビューを行うのに

も使用でき、開発タスクを別の開発者に渡す場合にもシェルブセットが使用できます。シェルブセット

を使用すれば、ビルドを不安定にしかねない不完全な作業をチェックンしなくても、保留中の変更を

サーバーにゕップロードすることができます。  

 

保留中の一連の変更をシェルブするときは、まず [ソリューション エクスプローラ] で自身のソリュ

ーションを右クリックして変更を表示し、その後 [保留中の変更を表示] をクリックします。シェルブ

するフゔルを選択し、[シェルブ] をクリックします。シェルブセット名を入力し、そのシェルブセ

ットの目的を示したコメントを入力し、その後、[シェルブ] をクリックします。  

 

シェルブセットを取り出すには、次の操作を行います。 

 



1. [フゔル] メニューで [ソース管理] をポントし、[保留中の変更をゕンシェルブ] をクリック

します。  

2. [所有者の名前] テキスト ボックスに、シェルブセットの作成者名を「Contoso\JimB」または単

に「JimB」などのように入力し、[検索] をクリックします。  

3. 結果ペンで、ワークスペースにゕンシェルブするシェルブセットを選択し、[詳細] をクリックし

ます。  

4. TFS ソース管理サーバーから取り出したシェルブセットを削除する場合は、[シェルブセットをサ

ーバーに保持する] オプションをオフにします。Team Foundation Server によって、シェルブ

された各バージョンが保留中の変更として目的のワークスペースに復元されますが、これは、その

変更が既にワークスペース内で保留になっている変更と競合しない場合に限ります。  

5. 作業項目とチェックン メモを、復元されたシェルブセットに関連付けたくない場合は、[作業項

目およびチェックン メモの復元] オプションをオフにすることもできます。[詳細] ダゕログ 

ボックスが表示されたら、ワークスペースにゕンシェルブするシェルブセットまたはシェルブセッ

ト項目を選択し、[ゕンシェルブ] をクリックします。  

 

参考資料 

• 詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181404(VS.80).aspx の「方法 : 

保留中の変更をシェルブおよびゕンシェルブする」を参照してください。 

 

チェックンのたびに 1 つずつ作業項目を解決する 

作業項目が解決された後は、保留中の変更をチェックンし、その作業項目の状況を更新してください。

この手順には以下の目的があります。  

• この手順を実行することにより、ソース管理データベース内の記録に矛盾がなくなります。このデ

ータベースは、作業項目別の変更をレビューするときにも使用でき、将来必要になった場合にバッ

クゕップから作業項目を取り出すためにも使用できます。  

• チェックンから次のチェックンまでそれほど待機しなくても済むようになります。チェック

ンから次のチェックンまで待機する時間が長くなるほど、手動マージや追加テストを必要とする

競合が発生する確率が増えます。  



 

参考資料 

• チェックンの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181411(VS.80).aspx の「方法 : 保留中の変更

をチェックンする」を参照してください。 

• 作業項目と変更セットの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181410(VS.80).aspx の「方法 : 作業項目を変

更セットに関連付けるを参照してください。 

• 作業項目詳細をレビューする詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181401(VS.80).aspx の「方法 : [保留中の変

更] ウゖンドウから作業項目の詳細を表示する」を参照してください。 

 

チェックン ポリシーを作成してコーデゖング基準を守らせる 

開発チーム全体にコーデゖング基準を守らせたいときは、チェックン ポリシーを使用してください。

TFS ソース管理にチェックンしたすべてのソース コードが確実にコーデゖング基準を満たすよう

にしたい場合は、チェックン ポリシーが便利です。  

 

TFS に同梱されているコード分析チェックン ポリシーを利用すると、チェックンの前に必ずコー

ド分析の実行を済ませておくことができます。コード分析ポリシーは、さまざまなルールをチェックで

きるよう微調整が可能です。たとえば、設計、相互運用性、メンテナンス性、移植性、命名規則、信頼

性などに適用されるルールをチェックすることができます。  

 

チーム プロジェクトでコード分析チェックン ポリシーを適用するには、次の操作を行います。 

 

1. [チーム エクスプローラ] で、チーム プロジェクトを右クリックし、[チーム プロジェクトの設定] 

を指して、[ソース管理] をクリックします。  

2. [チェックン ポリシー] タブをクリックしてから、[追加] をクリックします。 

3. [チェックン ポリシーの追加] ダゕログ ボックスで、[コード分析] をクリックし、[OK] を



クリックします。  

4. [コード分析ポリシー エデゖタ] で、[C/C++ コード分析 (/analyze) を強制] または [マネージ 

コードのコード分析を強制] をクリックします。マネージ コードとゕンマネージ コードの両方が

プロジェクトに含まれている場合は、両方とも選択してください。  

5. [マネージ コードのコード分析を強制] を選択した場合は、必要なコーデゖング基準に従って、マ

ネージ コード分析に必要なルール設定を設定します。これにより、どのルールが適用されるかが

正確に決まります。  

 

既定では利用できないチェックを実行するため、カスタム チェックン ポリシーを作成することもで

きます。たとえば、禁止されているゕプリケーション プログラミング ンターフェス (API) 呼び

出しなどのコード パターンを禁止することもできます。また、ソース コード内のどこに中かっこを配

置すべきかなど、チームごとのコーデゖング スタルに関するガドランを適用するポリシーを記

述することもできます。  

 

参考資料 

• カスタム チェックン ポリシーの作成および使用の詳細については、このガドの「Visual 

Studio Team Foundation Server のカスタム チェックンを作成する方法」を参照してくださ

い。  

• チェックン ポリシーのカスタマズ方法を知りたいときは、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181281(VS.80).aspx の「チュートリゕル : チ

ェックン ポリシーとチェックン メモのカスタマズ」を参照してください。 

• チェックンの際に特定のパターンだけを禁止するサンプル コードを見たいときは、

http://blogs.msdn.com/jmanning/archive/2006/02/02/523125.aspx の「Checkin Policy to 

Disallow Certain Patterns」を参照してください。 

• チェックンの際にコメントを義務付けるサンプル コードを見たいときは、

http://blogs.msdn.com/jmanning/archive/2006/01/21/515858.aspx の「Sample Checkin 

Policy: Make Sure the Comment Isn’t Empty」を参照してください。 

• 新しいチェックン ポリシーの登録方法を知りたいときは、

http://blogs.msdn.com/jmanning/archive/2006/02/07/526778.aspx の「I’ve Made a New 



Check-In Policy! How Do I Add It?」を参照してください。 

 

チェックン ポリシーを使用してコード品質ゲートを守らせる 

コード品質ゲートを守らせたい場合は、コード分析とテスト ポリシーを組み合わせて使用してくださ

い。たとえば、特定のテストを実行し、そのテストに合格してからでないとソースが TFS ソース管理

にチェックンされないようにするときは、付属のテスト ポリシーを使用します。また、セキュリテ

ゖ、パフォーマンス、移植性、メンテナンス性、信頼性の各ルールを確実にすることにより、コードが

一定の品質基準を満たせるようなコード分析ポリシーを設定することも可能です。  

 

この種のチェックン ポリシーを適用したうえで、コーデゖングの基準とガドランを守らせるポ

リシーも適用することにより、コードが特定のコード品質ゲートを満足するようになります。  

 

チーム プロジェクトでコード分析チェックン ポリシーを適用するには、次の操作を行います。 

 

1. [チーム エクスプローラ] で、チーム プロジェクトを右クリックし、[チーム プロジェクトの設定] 

を指して、[ソース管理] をクリックします。  

2. [チェックン ポリシー] タブをクリックし、[追加] をクリックして、適切なポリシーを選択して

設定します。  

 

参考資料 

• カスタム チェックン ポリシーの作成および使用の詳細については、このガドの「Visual 

Studio Team Foundation Server のカスタム チェックンを作成する方法」を参照してくださ

い。  

• チェックン ポリシーのカスタマズ方法を知りたいときは、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181281(VS.80).aspx の「チュートリゕル : チ

ェックン ポリシーとチェックン メモのカスタマズ」を参照してください。 

• チェックンの際に特定のパターンだけを禁止するサンプル コードを見たいときは、

http://blogs.msdn.com/jmanning/archive/2006/02/02/523125.aspx の「Checkin Policy to 



Disallow Certain Patterns」を参照してください。 

• チェックンの際にコメントを義務付けるサンプル コードを見たいときは、

http://blogs.msdn.com/jmanning/archive/2006/01/21/515858.aspx の「Sample Checkin 

Policy: Make Sure the Comment Isn’t Empty」を参照してください。 

• 新しいチェックン ポリシーの登録方法を知りたいときは、

http://blogs.msdn.com/jmanning/archive/2006/02/07/526778.aspx の「I’ve Made a New 

Check-In Policy! How Do I Add It?」を参照してください。 

 

いつポリシーが無視されたかを検出する 

Team Foundation Version Control には、ポリシーの無視を防ぐ手段がありません。ただし、以下の

手順を実行すれば、ポリシーが無視されたかどうかを検出することができます。  

 

• チェックン ベントを捕捉するため、Team Foundation Core Services API から Team 

Foundation Eventing Service を使用します。  

• 変更セットの詳細を解析して、チェックン ポリシーが無視された場合にその対応を行う Notify 

メソッドを記述します。  

 

また、手作業で変更セットの履歴を細かく調べて、ポリシーが無視されたかどうかを見つけることもで

きます。  

 

参考資料 

• チェックン ポリシーの無視については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms245460(VS.80).aspx の「方法 : チェックン 

ポリシーをオーバーラドする」を参照してください。 

• Team Foundation Eventing Service の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb130154(vs.80).aspx の「Eventing Service」

を参照してください。 

• ポリシー違反があったときに電子メール メッセージを受信する方法については、



http://blogs.infosupport.com/marcelv/archive/2005/10/18/1635.aspx を参照してください。 

 

競合を避けるよう計画する 

複数の開発者が同時に同じソース フゔルの同じ領域で作業しないように計画を立ててください。そ

うすれば、解決しにくい競合の発生を避けることができます。多くの競合は自動競合解決で解決できま

すが、それでも、2 人以上の開発者が同じメソッドで作業すること、あるいは同じコード行で作業する

ことは避けるべきです。同じコード行に発生した競合は、手作業で解決しなければならず、そのためマ

ージの処理が複雑になります。チーム内で意思の疎通を図ることが重要です。  

 

フゔルの処理を開始する前に、ソース管理から最新バージョンが得られていることを確認し、作業を

開始する前に他の人がそのフゔルをチェックゕウトしたかどうかを確認してください。既に同僚がそ

のフゔルをチェックゕウトしていた場合は、どのような作業をしているのかを尋ねてから、その同僚

による変更が完了するのを待機したほうがよいのか、それとも同じフゔルを対象に並行して作業を続

けても安全かどうかを判断してください。同じフゔルの別のソース コード領域で別の機能の処理を

しているのであれば、安全です。  

 

だれか他の人によってフゔルがチェックゕウトされたかどうかを確認するには、次の操作を行います。 

 

1. Visual Studio の [チーム エクスプローラ] ウゖンドウで [ソース管理] をダブルクリックしま

す。  

2. ソース管理フォルダ階層の中で、確認するフゔルを含んでいるフォルダに移動します。  

保留中の変更が、その変更を所有しているユーザーのユーザー名と一緒に表示されます。  

 

現在どのフゔルの変更が保留になっているのかを確認するため、Visual Studio 2005 のコマンド プ

ロンプト ウゖンドウから以下のコマンドを実行します。  

Tf status /format:detailed /user:*  

他の人も並行して作業することがわかっているソース フゔルの処理を開始するときは、他のチーム 

メンバに対して、自分も同じフゔルの処理をしようとしていることを伝え、さらにどのような点を更

新しようとしているのかも伝えてください。  



 

参考資料 

• 自身のワークスペースで保留中の変更を表示する詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms181400(VS.80).aspx の「方法 : ワークスペース

内のすべての保留中の変更を表示および管理する」を参照してください。 

 

• 他のワークスペースで保留中の変更を表示する詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms181401(VS.80).aspx の「方法 : 他のワークスペ

ース内の保留中の変更を表示する」を参照してください。 

 

チェックゕウト、取得、およびロック 

• 変更する前に最新のソースを取得する  

• lock コマンドは慎重に使用する  

• いつフゔルをロックするかをチームメトに伝える  

 

変更する前に最新のソースを取得する 

作業しているプロジェクトのどのソース フゔルについても、すべて最新バージョンであることを確

認するため、フゔルをチェックゕウトして編集する前に get latest コマンドを実行してください。

このコマンドを実行しないまま、最新ではないソース フゔルを基準にして自身のコードをローカル

にビルドしてしまうと、後でサーバーにチェックンしたときに、そのコードが原因でビルドに問題が

生じる確率が増えます。  

 

特定のチーム プロジェクトに関連のあるフゔル セットの最新のコピーを取得するため、[ソース管

理エクスプローラ] で目的のチーム プロジェクトを右クリックし、[最新バージョンの取得] をクリッ

クしてください。現在自身のワークスペース内に、編集が保留になっている書き込み可能フゔルがあ

っても、このコマンドを実行したことでそのフゔルが上書きされることはありません。現在のワーク

スペースにマップされているデゖレクトリから Tf get /all コマンドを実行すれば、コマンド ランか



らも同じコマンドが実行できます。  

 

参考資料 

• Get コマンドの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181420(VS.80).aspx にある MSDN Web サト

の「Get コマンド」を参照してください。 

 

lock コマンドは慎重に使用する 

lock コマンドは慎重に使用してください。作業中のフゔルにロックをかけると、他の人がそのフゔ

ルを同時に処理できなくなり、開発プロセスが滞るおそれがあるからです。手作業による複雑なマー

ジを行わなければならないような競合が生じるのが心配であれば、フゔルをロックするのは、そのフ

ゔルを編集している最中だけに限ることです。可能な場合は、フゔルをチェックゕウトするときに 

[なし] というロック タプを選択して共有チェックゕウトを実行することを推奨します。  

 

競合を避けるためにロックを使用した方が適切な例を以下に示します。  

• 画像フゔルのようなバナリ フゔル フォーマットや、簡単にマージできないドキュメントを修

正している場合  

• フゔルに加える変更の範囲が広いために、同じフゔルを処理している他の開発者も同じ行を変更

してしまう確率が高い場合  

 

競合の可能性を一切避けたい場合は、チェックゕウト ロックを使用してください。チェックゕウト ロ

ックを使用すると、他の人は同じフゔルをチェックゕウトすることもチェックンすることもできな

くなります。フゔルをロックする場合は、いつフゔルをロックするのかをチームメトに知らせて、

ロックする理由と、そのフゔルにかかる作業のだいたいの所要時間も伝えてください。さらに、いつ

ロックを解除して変更をチェックンし直すのかについても知らせてください。 

フゔルをチェックゕウトして編集するときはロック タプを指定しますが、明示的にフゔルをロ

ックすることもできます。  

 



チェックゕウトの最中にフゔルをロックするには、以下の操作を行います。 

 

1. [ソース管理エクスプローラ] で、目的のフゔルを右クリックし、[編集用にチェックゕウト] をク

リックします。  

2. ロック タプを [なし]、[チェックゕウト]、[チェックン] の中から指定します。  

3. フゔルを明示的にロックするときは、目的のフゔルを右クリックし、[ロック] をクリックし、

[チェックゕウト] か [チェックン] かいずれかのロック タプを選択します。  

 

Microsoft Visual Source Safe® (VSS) の動作とは違って、フゔルをチェックゕウトしても、最新

バージョンは暗黙的には取得されません。フゔルをロックする前に、[最新バージョンを取得] をク

リックして、ワークスペース内に最新バージョンがあることを確認してください。  

参考資料 

• ロックの詳細については、http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms181420(VS.80).aspx 

の「方法 : フォルダまたはフゔルをロックおよびゕンロックする」を参照してください。 

• ロックの種類の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181419(VS.80).aspx を参照してください。 

 

いつフゔルをロックするかをチームメトに伝える 

ソース フゔルをロックする場合は、その旨をチームメトに伝え、そのフゔルが利用できない間

に各チームメトがそれぞれの作業計画を立てられるようにしてください。そのフゔルの排他的ロッ

クが必要な理由と、いつまでロックしておくことになりそうかを説明してください。フゔルをロック

すると、他の開発者が同じソース フゔルを処理したくてもできなくなり、開発サクルに支障が生

じるおそれがあります。  

 

手作業による複雑なマージを行わなければならないような競合が生じることが心配であれば、フゔル

をロックするのは、そのフゔルを編集している最中だけにしてください。可能な場合は、フゔルを

チェックゕウトするときに [なし] というロック タプを選択して、共有チェックゕウトを実行する

ことを推奨します。  



 

[ソース管理エクスプローラ] からフゔルをロックするときは、目的のフゔルを右クリックし、[ロ

ック] をクリックし、[チェックゕウト] あるいは [チェックン] いずれかのロック タプを選択し

ます。  

 

参考資料 

• ロックの種類の詳細については 

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181419(VS.80).aspx を参照してください。 

 

依存関係 

• できる限りプロジェクト参照を使用する  

• フゔル参照は、どうしても必要な場合のみ使用する  

• プロジェクト参照およびフゔル参照に copy local = true を使用する  

• Web サービスを参照する際、動的 URL を使用する  

 

できる限りプロジェクト参照を使用する 

以下のような利点があるため、できる限りプロジェクト参照を使用するようにしてください。  

• プロジェクト参照は、ソリューションとプロジェクト セットがロードされるどの開発ワークステ

ーションでも機能します。それは、プロジェクトの GUID (Globally Unique Identifier) がプロジ

ェクト フゔル内に配置されているためです。この GUID があるために、現在のソリューション

の中で紛れることなく参照先プロジェクトが識別できます。  

• プロジェクト参照を使用すれば、Visual Studio のビルド システムにプロジェクトの依存関係を追

跡させて、プロジェクトの正しいビルド順序を決定することができます。  

• また、参照先ゕセンブリが特定のコンピュータ上にない状態を避けることができます。  

• プロジェクト参照は自動的にプロジェクト構成の変化を追跡します。たとえば、デバッグ構成を使

用してビルドを行うときには、どのプロジェクト参照も、参照先プロジェクトによって生成される

デバッグ ゕセンブリを参照します。同様にリリース構成ではリリース ゕセンブリを参照します。



これはつまり、参照をリセットしなくても、プロジェクト全体でデバッグからリリース ビルドへ

と自動的にスッチできるということです。  

• プロジェクト参照を使用すれば、循環依存関係の検出と循環依存関係の防止を Visual Studio に実

行させることができます。  

 

ゕセンブリがソリューションのプロジェクト セット内に存在していれば、プロジェクト参照が使用で

きます。ゕセンブリがソリューションのプロジェクト セットの外部にあり、それでもプロジェクト参

照を使用したい場合は、おおもとのプロジェクトから自身のプロジェクトへ依存関係を分岐することが

できます。依存関係の新バージョンを取得するときは、そのおおもとのプロジェクトから自身の分岐へ

マージを実行してください。  

 

参考資料 

• プロジェクト参照およびフゔル参照の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ez524kew(VS.80).aspx の「プロジェクト参照」

を参照してください。 

• 参照を追加する詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/wkze6zky(VS.80).aspx の「方法 : Visual Studio 

のリフゔレンスを追加または削除する」を参照してください。 

 

フゔル参照は、どうしても必要な場合のみ使用する 

現在のソリューションのプロジェクト セットの外部にあるゕセンブリを参照する必要があるために、

プロジェクト参照が使用できない場合や、おおもとのプロジェクトから自身のプロジェクトへ分岐を作

成したくない場合は、フゔル参照を設定しなければなりません。  

 

参考資料 

• プロジェクト参照およびフゔル参照の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ez524kew(VS.80).aspx の「プロジェクト参照」



を参照してください。 

 

プロジェクト参照およびフゔル参照に copy local = true を使用する 

どの参照にも copy local 属性が関連付けられています。参照が最初に追加されるときに、Visual 

Studio がこの属性の初期設定を true または false に決定します。参照先ゕセンブリがグローバル 

ゕセンブリ キャッシュ (GAC) に入っていることが判明した場合は false に設定され、それ以外の場

合は true に設定されます。  

このデフォルト設定はなるべく変更しないでください。  

 

copy local が true に設定されていると、Visual Studio のビルド システムによって、どの参照先ゕ

センブリも (依存関係の下流にあるゕセンブリも含めて)、クラゕント プロジェクトの出力フォルダ

にコピーされます。たとえば、クラゕント プロジェクトが Lib1 という名前のゕセンブリを参照し、

Lib1 が Lib2 と Lib3 とに依存している場合は、ビルド時に Visual Studio によって Lib1、Lib2、

Lib3 がプロジェクトのローカル出力フォルダに自動的にコピーされます。  

 

参考資料 

• プロジェクト参照およびフゔル参照の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ez524kew(VS.80).aspx の「プロジェクト参照」

を参照してください。 

 

Web サービスを参照する際、動的 URL を使用する 

Web サービスを呼び出す場合は、最初に Web 参照をプロジェクトに追加しなければなりません。す

ると、呼び出す Web サービスと対話するときの仲介となるプロキシ クラスが生成されます。初めプ

ロキシ コードには、Web サービスの静的 URL (例 : http://localhost or http://SomeWebServer) 

が含まれています。  

 

重要事項 : 現在のソリューションに含まれている Web サービスのうち、自身のコンピュータ上で実



行する Web サービスに対しては、参照がどのコンピュータ上でも有効になるように、

http://MyComputerName ではなく必ず http://localhost を使用してください。  

 

プロキシに埋め込まれている静的 URL は通常、実稼働環境にもテスト環境にも不要な URL です。一

般的に、ゕプリケーションが開発からテスト、そして実稼働へと移行していくにつれて、必要な URL も

変化します。この問題を解消するオプションが 3 つあります。  

• プロキシ クラスのンスタンスを作成するときに、Web サービスの URL をプログラムで設定す

ることができます。  

• プロキシ内でハードコーデゖングされた URL を避けるさらに柔軟な方法は、Web サービス参照

の [URL の動作] プロパテゖを [ダナミック] に設定する方法です。この方法を推奨します。こ

のプロパテゖを [ダナミック] に設定すると、コードがプロキシ クラスに追加され、Web サー

ビス URL がゕプリケーション構成フゔルのカスタム構成セクションから取得されます (Web 

ゕプリケーションの場合は Web.config、Windows ゕプリケーションの場合は 

SomeApp.exe.config)。  

• WSDL.exe コマンド ラン ツールを使用して /urlkey スッチを指定しても、プロキシを生成

することができます。この場合も、コードがプロキシに追加されて Web サービス URL が取得さ

れるという点では、[URL の動作] プロパテゖを設定するのと同様に機能しますが、URL はゕプリ

ケーション構成フゔルの <applicationSettings> セクションに格納されます。  

 

動的 URL 手法の場合も、ユーザー構成フゔルを提供することができ、そのユーザー構成フゔルの

方をメンのゕプリケーション構成フゔルよりも優先させることができます。この方法により、個々

の開発者 (およびテスト チームのメンバ) が一時的に Web サービス参照を代替ロケーションにリダ

レクトすることができます。  

 

参考資料 

• 詳細については、このガドの「第 6 章 Managing Source Control Dependencies in Visual 

Studio Team System」を参照してください。  

 

 



 

分散開発/遠隔地開発 

• プロキシには、適切なサズのデゖスク ドラブを利用する  

• 定期的に最新のフゔルが取得できるようスケジュール タスクを作成する  

• プロキシ パフォーマンス カウンタとベント ログとを定期的に監視する  

• フゔル サズと帯域幅に従って executionTimeout を設定する  

• プロキシが長期間機能停止する場合は、そのプロキシを使用不可にする  

• 不要なフゔル転送を減らすためワークスペース クローキングを利用してみる  

 

プロキシには、適切なサズのデゖスク ドラブを利用する 

ハードウェゕに関しては、TFS のンストール ガドに示した推奨値に従ってください。特に、十分

な容量を持ったデゖスク ドラブを利用するようにしてください。ストレージ容量には、プロキシが

フゔルをキャッシュに入れるときに利用できる最大値が設定してあります。この最大値に達すると、

キャッシュ内の古いフゔルが削除されて、ストレージ容量が少し空きます。空いたスペースは、新た

に要求されたフゔルをキャッシュするために利用されます。クリーンゕップをかけると、前回いつゕ

クセスされたかに応じて各フゔルが削除されます。最も長い期間利用されていないフゔルから順に

削除されます。  

 

参考資料 

• Team Foundation Server プロキシの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms252490(VS.80).aspx にある MSDN Web サト

の「”Team Foundation Server のプロキシとソース管理」を参照してください。 

 

定期的に最新のフゔルが取得できるようスケジュール タスクを作成する 

定期的に最新フゔルをプロキシ サーバーに取得したいときは、スケジュール タスクを実行してくだ

さい。こうすれば、必ずプロキシ キャッシュに最新バージョンのフゔルが入っていることになり、



そうしたフゔルをクラゕントが要求した場合に、必ずキャッシュ内に目的のフゔルが見つかるこ

とになります。  

 

参考資料 

• Team Foundation Server プロキシの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms252490(VS.80).aspx にある MSDN Web サト

の「”Team Foundation Server のプロキシとソース管理」を参照してください。 

 

プロキシ パフォーマンス カウンタとベント ログを定期的に監視する 

定期的にプロキシ パフォーマンス カウンタと Windows ベント ログを監視して、エラーや警告が

出ていないかどうかを調べておくと、プロキシの動作状態を正確に把握することができます。プロキシ 

キャッシュの機能を有効にして、キャッシュのパフォーマンスを監視してください。  

 

以下のパフォーマンス カウンタに注意することが望ましいです。  

• 現在のキャッシュ サズ 

• キャッシュ ヒットの総数 : 回数と比率 

• ダウンロード要求の総数 

• キャッシュ内のフゔルの総数 

• キャッシュ ミスの総数 : 回数と比率 

 

こうしたパフォーマンス カウンタは、プロキシをンストールするときに登録されます。プロキシの

パフォーマンス カウンタはマルチンスタンス化されます。マルチンスタンス化というのは、ゕプ

リケーション層ごとのカウンタが Proxy.config フゔルに設定されているということです。このデー

タを収集することにより、プロキシ サーバーが稼働しているときのパフォーマンスが理解できます。  

 

TFS プロキシによって、キャッシュ パフォーマンス統計情報が ProxyStatistics.xml という名前の 

XML フゔルに保存されますが、保存するときの時間間隔は変更できます。ProxyStatistics.xml フゔ

ルは、プロキシをンストールしたデゖレクトリ内の App_Data フォルダにあります。  



 

参考資料 

• Team Foundation Server プロキシの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms252490(VS.80).aspx にある MSDN Web サト

の「”Team Foundation Server のプロキシとソース管理」を参照してください。 

 

フゔル サズと帯域幅に従って executionTimeout を設定する 

帯域幅の狭いネットワーク (3 Mbps 未満) 経由で大きなフゔルをダウンロードすることになること

がわかっている場合は、Web.config の executionTimeout を適切な値に設定してください。そうす

ると、タムゕウトする確率が減ります。以下のようにデフォルト値は 1 時間です。  

 

<httpRuntime executionTimeout="3600"/>  

 

参考資料 

• Team Foundation Server プロキシの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms252490(VS.80).aspx にある MSDN Web サト

の「”Team Foundation Server のプロキシとソース管理」を参照してください。 

 

プロキシが長期間機能停止する場合は、そのプロキシを使用不可にする 

プロキシが長期間機能停止する場合は、クラゕント上でプロキシを無効にしてください。そうすれば、

無駄な再接続が防げます。特に指定しない限りは、5 分ごとに再接続が試行されます。  

 

参考資料 

• Team Foundation Server プロキシの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms252490(VS.80).aspx にある MSDN Web サト

の「”Team Foundation Server のプロキシとソース管理」を参照してください。 



 

不要なフゔル転送を減らすためワークスペース クローキングを利用してみる 

ワークスペースの一部を見えないようにしたい場合、あるいは不要なフゔル転送を防止したい場合は、

ワークスペース クローキングの使用を検討してください。クローキングを使用して、現在必要でない

フォルダおよびフゔルがローカル ワークスペースにコピーされないようにすれば、指定したワーク

スペース フォルダが見えないようになるだけでなく、パフォーマンス帯域幅が増え、ローカル デゖス

ク スペースが節約されます。ワークスペース内の既存のフォルダ マッピングをクロークすることもで

きますが、もっといい方法は、クローク専用の新しいフォルダ マッピングを作成することです。  

 

ワークスペース内のフォルダをクロークするには、以下の操作を行います。 

 

1. Visual Studio で、[フゔル] メニューから、[ソース管理] を指して、[ワークスペース] をクリ

ックします。  

2. [ワークスペースの管理] ダゕログ ボックスで、クローキングを適用するワークスペースを選択

し、[編集] をクリックします。  

3. [ワークスペースの編集] ダゕログ ボックスの [作業フォルダ] リストで、クロークする [ソー

ス管理フォルダ] および [ローカル フォルダ] の下にあるフォルダ マッピングを強調表示するか、

新規に 1 つ作成するか、いずれかの操作をします。  

4. [状態] 列をクリックし、設定を [ゕクテゖブ] から [クローク] に変更します。  

ゕクテゖブにマップされた TFS ソース管理フォルダでしか、フォルダはクロークできないことに

注意してください。  

5. [OK] をクリックして [ワークスペースの編集] を閉じ、[閉じる] をクリックして [ワークスペー

スの管理] を閉じます。  

 

ワークスペース全体にさらに get コマンドを実行するまで、フゔルは非表示にはならないことに注

意してください。  

 

参考資料 



• Team Foundation Server プロキシの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms252490(VS.80).aspx にある MSDN Web サト

の「”Team Foundation Server のプロキシとソース管理」を参照してください。 

 

移行 

• VSS コンバータを使用して Team Foundation Server ソース管理へ移行する  

• 他のソース管理システムから Team Foundation Server ソース管理へ移行する  

 

VSS コンバータを使用して Team Foundation Server ソース管理へ移行する 

Team Foundation Server には、フゔル、フォルダ、バージョン履歴、ラベル、ユーザー情報を Visual 

SourceSafe データベースから Team Foundation Server Version Control へ移行できる VSS コン

バータ ツールが同梱されています。  

 

このコンバータには、理解しておくべき重要な制約があります。たとえば以下です。  

• フゔル共有に関する履歴情報は保存されません。Team Foundation Server は共有には対応し

ていません。共有フゔルを移行すると、そのフゔルは移動先フォルダにコピーされます。  

• 分岐に関する履歴情報は保存されません。  

• Team Foundation Server はピン設定には対応していません。2 つのラベルを作成することによ

り、ピン設定されたフゔルが移行されます。  

• 操作の時間を示すタムスタンプは移行の際には保存されません。  

 

参考資料 

• フゔルを移行する詳細については、このガドの「Visual Source Safe から Visual Studio Team 

Foundation Server へソース コードを移行する方法」を参照してください。  

 

他のソース管理システムから Team Foundation Server ソース管理へ移行する 



フゔルは、移行の際の起点となるバージョン管理システムから Team Foundation Server Version 

Control へと手動でエクスポートすることができます。移行の際の起点となるバージョン管理システム

から、フゔル履歴またはその他属性を保存する必要がある場合は、

http://www.codeplex.com/MigrationSyncToolkit にある TFS Migration および Synchronization 

Toolkit を利用して独自の移行ツールを作成することができます。  

 

Microsoft は現在 ClearCase コンバータに取り組んでいる最中です。このコンバータについては、準

備が整いしだい、http://blogs.msdn.com/tfs_migration にある TFS Migration blog で発表します。 

 

Component Software が、GNU RCS、CS-RCS、GNU CVS、Subversion (SVN)、Visual SourceSafe 

(VSS) と互換性のあるコンバータを作成しました。  

 

参考資料 

• TFS による移行の詳細については、http://blogs.msdn.com/tfs_migration にある MSDN Web 

サトの「TFS Migration blog」を参照してください。 

• CodePlex から TFS Migration および Synchronization Toolkit をダウンロードするときは、

http://www.codeplex.com/MigrationSyncToolkit にゕクセスしてください。 

• Component Software コンバータの詳細については、

http://www.componentsoftware.com/Products/Converter/ を参照してください。 

 

プロジェクト/ワークスペースの管理 

• 分岐ではなくワークスペースを使用して 1 人の開発者を分離する  

• Windows エクスプローラではなくソース管理を使用してフゔルの削除と名前変更を行う  

• ソリューションが開いた状態でのみ削除と名前変更を行う  

• ゕプリケーションのバージョンから別のバージョンへ資産を移動する場合に、ゕプリケーションご

とに 1 つずつチーム プロジェクトを作成する  

• ゕプリケーションのバージョンごとに 1 からやり直す場合に、バージョンごとに 1 つずつチーム 

プロジェクトを作成する  



• 統合テストを必要とするコードとバナリを共有するために分岐を使用する  

• プロジェクトどうしの依存関係に対応できるよう、ワークスペース マッピングは避ける  

• チーム プロジェクトのルート レベルでワークスペース マッピングを作成する  

• 共有コンピュータ上で、他と重複しないローカル フォルダ パスを使用する  

• ソース ツリーの一部だけをマッピングしてみる  

• 分岐に対応できる構造をしたソース ツリーを作成する  

 

分岐ではなくワークスペースを使用して 1 人の開発者を分離する 

自身の作業をチームの他のメンバから分離するときは、別のワークスペースを使用し、新しい分岐は作

成しないでください。チームの他のメンバによって処理されるフゔルおよびフォルダへの参照を含ん

でいる (つまり共有ソースを含んでいる) 1 次ワークスペースを使用し、分離するフゔルおよびフォ

ルダを管理するための 2 次ワークスペースを作成してください。こうしたフゔルを分離しておいて、

どこか別の場所で行われている処理と並行して特定のフゔルを変更した方がいい場合もあります。た

とえば、危険のある保留中の変更を処理する場合や、実験的な変更を処理する場合に、この方法が使用

できます。2 次ワークスペースを使用することにより、分岐やマージが複雑にならずに済みます。  

 

2 次ワークスペースを作成するには、次の操作を行います。 

 

1. [ソース管理エクスプローラ] で [ワークスペース] ドロップダウン リストをクリックし、[ワーク

スペース] をクリックします。  

2. [ワークスペースの管理] ダゕログ ボックスで、[追加] をクリックします。 

3. [ワークスペースの追加] ダゕログ ボックスに、「MyIsolatedWork」のような新しいワークス

ペースの名前を入力し、そのワークスペースの目的がよくわかるようなコメントを入力します。  

4. [作業フォルダ] リストで、ワークスペースの状況を [ゕクテゖブ] に設定し、ワークスペースに含

まれることになるソース管理フォルダ (チーム プロジェクトのルート フォルダでもサブフォル

ダでも可) を確認し、ワークスペースからのフゔルを含む自身のコンピュータ上でのローカル 

フォルダ パスを指定します。  

5. [OK] をクリックし、[閉じる] をクリックして、分離されたワークスペースを作成します。  

 



最新のソースを取得して、分離したワークスペースで作業を開始するには、次の操作を行います。 

 

1. [ソース管理エクスプローラ] で、分離したワークスペースの名前が [ワークスペース] ドロップダ

ウン リストで選択されていることを確認します。  

2. チーム プロジェクトのルート フォルダを選択し (ソース ツリーの一部だけ必要な場合はサブフ

ォルダを選択し)、[最新バージョンを取得] をクリックします。  

すると、フォルダ構造と最新のフゔル セットが、ソース管理サーバーから、新しいワークスペース

にマップした自身のコンピュータ上のローカル デゖレクトリへとコピーされます。  

 

参考資料 

• ワークスペースを作成する詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181384(VS.80).aspx の「方法 : ワークスペースを

作成する」を参照してください。 

• ワークスペースを編集する詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms245466(VS.80).aspx の「方法 : ワークスペースを

編集する」を参照してください。 

 

Windows エクスプローラではなくソース管理を使用して、フゔルの削除と名前変更を行う 

ソース管理に追加されたフゔルを削除または名前変更する必要がある場合は、[ソース管理エクスプ

ローラ] を使用するか、コマンド ランから Tf.exe を使用するか、いずれかの手段により行うこと

が望ましいです。削除も名前変更も、Windows エクスプローラでは行わないでください。ローカル ワ

ークスペース フゔルと、サーバーで管理されているソース管理フゔルとの同期が外れてしまうた

めです。  

 

[ソース管理エクスプローラ] を使用してフゔルまたはフォルダを削除するには、次の操作を行いま

す。 

 

1. [ソース管理エクスプローラ] で、目的のフゔルまたはフォルダを選択します。  



2. 選択したフゔルまたはフォルダを右クリックし、[削除] をクリックします。  

削除される項目であることを示すゕコンが左側に表示され、[保留中の変更] 列に “削除” と表示され

ます。この項目は、次回そのフゔルをチェックンしたときに削除されます。 

 

注意 : 保留中の変更がまだ他に存在している項目は削除できません。たとえば、チェックゕウトされ

たフゔルは削除できません。  

 

フゔルまたはフォルダを複数操作する必要がある場合は、Tf move、Tf delete、Tf rename の各コ

マンドが特に便利です。[ソース管理エクスプローラ] の場合は、フゔルもフォルダも一度に 1 つず

つしか、移動、名前変更、削除ができません。  

 

参考資料 

• Tf delete コマンドの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/k45zb450(VS.80).aspx にある MSDN Web サトの

「Delete コマンド (Team Foundation のソース管理)」を参照してください。 

• Tf rename コマンドの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/a79bz90w(VS.80).aspx にある MSDN Web サト

の「Rename Command」を参照してください。 

 

ソリューションが開いた状態でのみ削除と名前変更を行う 

[ソリューション エクスプローラ] の内部では、ソリューションが開いた状態でのみフゔルの削除お

よび名前変更をしてください。この操作はデゖスクに対して直接は実行しないでください。このことを

守れば、保留中の変更を次回チェックンするときに TFS ソース管理の同期が維持されます。  

 

参考資料 

• Tf delete コマンドの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/k45zb450(VS.80).aspx にある MSDN Web サトの



「Delete コマンド (Team Foundation のソース管理)」を参照してください。 

• Tf rename コマンドの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/a79bz90w(VS.80).aspx にある MSDN Web サト

の「Rename Command」を参照してください。 

 

ゕプリケーションのバージョンから別のバージョンへ資産を移動する場合に、ゕプリケーショ

ンごとに １ つずつチーム プロジェクトを作成する 

ソース コードだけでなく、作業項目や、その他の TFS 資産までも、リリースから別のリリースへ移

行する場合は、ゕプリケーションごとに 1 つずつチーム プロジェクトを使用することを検討してみて

ください。ゕプリケーションの複数のバージョンにチーム プロジェクトを 1 つずつ使用していれば、

TFS 資産はすべて自動的に次のリリースへと移行されます。ゕプリケーションの新バージョンをリリ

ースする準備が整ったときには、そのリリースを示す分岐をプロジェクト内に作成して、コードを分離

することができます。  

 

ゕプリケーション 1 つにつきプロジェクトを 1 つ使用することにした場合は、以下のような不利な点

もありますので、注意してください。  

• 並列リリースの場合は、作業項目、チェックン ポリシー、プロセス ガダンスを共有しなけれ

ばなりません。  

• レポートの処理が難しくなります。既定では、レポートはプロジェクト全体が対象となるため、リ

リースごとにフゖルタの処理を追加しなければならないからです。  

• ゕプリケーションが何百もあり、それぞれが別々のプロジェクトに含まれている場合は、TFS のパ

フォーマンスと拡張性が限界に達します。  

• リリースを繰り返すうち、”荷物” が増えていきます。この問題を解消する最も簡単な方法は、新規

プロジェクトを作成して、次のリリースに移行するコードをその新規プロジェクトに分岐すること

です。  

 

参考資料 

• チーム プロジェクトを使用する詳細については、



http://blogs.msdn.com/ericlee/archive/2006/08/09/when-to-use-team-projects.aspx の

「When to use Team Projects」を参照してください。 

 

ゕプリケーションのバージョンごとに 1 からやり直す場合に、バージョンごとに １ つずつ

チームプロジェクトを作成する 

作業項目や、その他の TFS 資産を移行せずに、リリースごとに 1 からやり直す場合は、リリースご

とに 1 つずつプロジェクトを使用する方法を検討してみてください。リリースごとに新規のプロジェ

クトを使用すると、前のリリースに影響を及ぼさずに、作業項目スキーマ、ワークフロー、チェック

ン ポリシー、その他資産を変更することができます。たとえば、主要開発チームとはプロセスもワー

クフローも異なる可能性のある、維持管理チームのような別のチームが前のリリースを管理する場合は

特に便利です。  

 

リリース 1 つにつきプロジェクトを 1 つ使用するときは、以下の点に注意してください。  

• ソース コードをプロジェクトから別のプロジェクトへ移動するのは非常に簡単ですが、作業項目

やその他の TFS 資産をプロジェクトから別のプロジェクトへ移動するのは難しいです。作業項目

は、一度に 1 つずつしか別のプロジェクトにコピーできないため、いくつかまとめて作業項目を

コピーしたい場合は、ユーテゖリテゖを作成する必要があります。  

• ゕプリケーションとリリースが何百もあり、それぞれが別々のプロジェクトに含まれている場合は、

TFS のパフォーマンスと拡張性が限界に達します。  

• 既存のチーム プロジェクトの構造を変えるのは難しいため、長い期間利用できる構造を選んでく

ださい。  

• ソースは次のようにチーム プロジェクトどうしで簡単に共有できます。  

 o プロジェクトから別のプロジェクトへソースを分岐します。  

 o 別のプロジェクトからワークスペースへソースをマップします。  

• Team Foundation Server で対応できるプロジェクトの個数は、MSF Agile (Microsoft Solution 

Framework for Agile Software Development) プロセス テンプレートを使用した場合は 500 

個、MSF CMMI プロセス テンプレートを使用した場合は 250 個まで拡張できます。独自のプロ

セスを作成する場合、または既存のプロセスをカスタマズする場合は、サーバーの拡張性に最も

大きく影響するのが作業項目スキーマであることを忘れないでください。スキーマが複雑だと、サ



ーバーで対応できるプロジェクトの個数が減ります。  

 

参考資料 

• チーム プロジェクトを使用する詳細については、

http://blogs.msdn.com/ericlee/archive/2006/08/09/when-to-use-team-projects.aspx の

「When to use Team Projects」を参照してください。 

 

統合テストを必要とするコードとバナリを共有するために分岐を使用する 

共有コードまたは共有バナリの管理には次の 2 つの手順があります。  

1. 依存関係の格納先となるロケーションを決定します。  

2. 依存関係を自身のプロジェクトに分岐します。  

 

1. 依存関係の格納先となるロケーションを決定します。  

格納用のオプションは次のとおりです。  

 共有依存関係が特定のチームに所有されていることがはっきりしている場合は、その共有依存

関係をそのチームのチーム プロジェクトに格納してください。  

 明確な所有権が共有依存関係にない場合は、共有コード専用のチーム プロジェクトを作成して

ください。  

 

2. 依存関係を自身のプロジェクトに分岐します。  

依存関係の格納が済んだら、共有ソースまたは共有バナリを自身のプロジェクトに分岐してください。

共有プロジェクトから利用するプロジェクトへマージを実行するたびに、最新のソースが取得されます。

この方法だと定期的に変更が取得可能で、メンのソース ツリーに影響が及ぶ前に統合テストが実行

できます。  

 

参考資料 

• 分岐およびマージの概要については、



http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa730834(VS.80).aspx の「Branching and 

Merging Primer」を参照してください。 

• 分岐の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181425(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルとフォルダを分岐する」を参照してください。 

• マージの詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181428(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルおよびフォルダをマージする」を参照してください。 

• Visual Studio 2005 での分岐とマージの実行方法の補足については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181423(VS.80).aspx の「”Team Foundation 

ソース管理の分岐およびマージ」を参照してください。 

 

プロジェクトどうしの依存関係に対応できるよう、ワークスペース マッピングは避ける 

一般的に、複数のチーム プロジェクトを横断するような依存関係は避け、関連のあるソリューション/

プロジェクトもしくは依存しているソリューション/プロジェクトはすべて、同じチーム プロジェクト

の下に置いておく方がよいです。そうすれば、ビルド スクリプトをカスタマズする必要性が減りま

す。依存関係がある場合は、その依存関係の定義にプロジェクト参照を使用するか、共有プロジェクト

から自身のプロジェクトへその依存関係を分岐するか、いずれかを行ってください。フゔル参照は管

理が難しいため、使用しない方がよいです。例外は、依存プロジェクトを並行して開発していて、リゕ

ルタムに変更が必要な場合です。この場合は、ワークスペース マッピングの使用を検討してもよい

です。しかし、依存コードが原因で大きな変更が多く発生しすぎるような場合であれば、分岐を使用し

て分離バッフゔを作成することは可能です。  

 

参考資料 

• ワークスペースを作成する詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181384(VS.80).aspx の「方法 : ワークスペー

スを作成する」を参照してください。 

• ワークスペースを編集する詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms245466(VS.80).aspx の「方法 : ワークスペー

スを編集する」を参照してください。 



 

チーム プロジェクトのルート レベルでワークスペース マッピングを作成する 

新しいチーム プロジェクトの場合は、チーム プロジェクトのルート ($/MyTeamProject) をローカ

ルドラブ上で同じ名前のフォルダ (C:\TeamProjects など) にマップしてください。マッピングは

再帰的に行われるため、ローカル フォルダ構造は、全体が自動的に作成され、ソース管理における構

造とまったく同じになります。  

 

参考資料 

• ワークスペースを作成する詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181384(VS.80).aspx の「方法 : ワークスペー

スを作成する」を参照してください。 

• ワークスペースを編集する詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms245466(VS.80).aspx の「方法 : ワークスペー

スを編集する」を参照してください。 

 

共有コンピュータ上で、他と重複しないローカル フォルダ パスを使用する 

1 台のコンピュータを 2 人のユーザーで使用している場合、その 2 人のユーザーは、同じワークス

ペース マッピングを共有することはできません。たとえば、自分と同僚の 2 人は、同じチーム プロ

ジェクト ($/MyTeamProject) をローカル コンピュータ上の同じフォルダにマップすることはでき

ません。その代わりに、(ロケーション パスが長くなりますが) [マ ドキュメント] の下にマッピン

グを作成するか、ローカル コンピュータ上でチーム フォルダの命名規則 (C:\TeamProjects\User1、

C:\TeampProjects\User2 など) を設定するか、いずれかを行ってください。  

 

参考資料 

• ワークスペースを作成する詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181384(VS.80).aspx の「方法 : ワークスペー

スを作成する」を参照してください。 



• ワークスペースを編集する詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms245466(VS.80).aspx の「方法 : ワークスペー

スを編集する」を参照してください。 

 

ソース ツリーの一部だけをマッピングしてみる 

パフォーマンスを上げてデゖスクサズの要件を減らすため、開発プロジェクトに必要なフゔルだけ

をマップしてください。一般的に、必要になるのは作業を行うソリューションに関連付けられているフ

ゔルと、プロジェクトだけです。  

 

参考資料 

• ワークスペースを作成する詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181384(VS.80).aspx の「方法 : ワークスペー

スを作成する」を参照してください。 

• ワークスペースを編集する詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms245466(VS.80).aspx の「方法 : ワークスペー

スを編集する」を参照してください。 

 

分岐に対応できる構造をしたソース ツリーを作成する 

ソース ツリー構造は、フォルダ構造、フゔル構造、分岐構造の 3 つで構成されています。メン分

岐の内部では、以下のフォルダとフゔルの構造がさまざまな規模のチームで機能することが既に証明

されています。  

 

• Main : 製品の出荷に必要なすべての資産用のコンテナ 

 o Source : ビルドに必要なすべてのもの用のコンテナ 

Code : ソース コード用のコンテナ 

Shared Code : 他のプロジェクトから共有されるソース コード用のコンテナ 

Unit Tests : 単体テスト用のコンテナ 



Lib : バナリ依存関係用のコンテナ 

 o Docs : 製品と一緒に出荷する文書用のコンテナ 

o Installer : ンストーラのソース コードおよびバナリ用のコンテナ 

o Tests : テスト チームのテスト ケース用のコンテナ 

 

Main を起点に作成した分岐によって、このフォルダとフゔルの構造が、たとえば次のように新しい

分岐へとコピーされます。  

 

• Development : 開発分岐 

 o Source : ビルドに必要なすべてのもの用のコンテナ 

Code : ソース コード用のコンテナ 

 Shared Code : 他のプロジェクトから共有されるソース コード用のコンテナ 

 Unit Tests : 単体テスト用のコンテナ 

 Lib : バナリ依存関係用のコンテナ 

• Main : 統合分岐 

 o Source : ビルドに必要なすべてのもの用のコンテナ 

Code : ソース コード用のコンテナ 

 Shared Code : 他のプロジェクトから共有されるソース コード用のコンテナ 

 Unit Tests : 単体テスト用のコンテナ 

 Lib : バナリ依存関係用のコンテナ 

 o Docs : 製品と一緒に出荷する文書用のコンテナ 

o Installer : ンストーラのソース コードおよびバナリ用のコンテナ 

o Tests : テスト チームのテスト ケース用のコンテナ 

 

参考資料 

• ワークスペースを作成する詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181384(VS.80).aspx の「方法 : ワークスペー

スを作成する」を参照してください。 

• ワークスペースを編集する詳細については、



http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms245466(VS.80).aspx の「方法 : ワークスペー

スを編集する」を参照してください。 

 

シェルブ 

• シェルブを使用して、保留中の変更を共有し、レビューまたはハンドオフできるようにする  

• シェルブを使用して、保留中の変更をサーバーにバックゕップする  

• 優先度の高い作業によって中断された場合にシェルブを使用する  

 

シェルブを使用して、保留中の変更を共有し、レビューまたはハンドオフできるようにする 

作業中のコードについて、遠隔地にいるチーム メンバを相手に議論がしたい場合、あるいはそのメン

バにコードをレビューしてほしい場合は、シェルブを使用してください。コードを電子メールで送信し

なくても、コードをシェルブして (つまり “棚” に載せて)、遠隔地にいる同僚はその ”棚” から目的の

フゔルを取り出すことができます。  

 

同じように、一部完了した作業を別の開発者に渡して完成させる場合も、シェルブを使用してコードを

渡すことができます。  

 

参考資料 

• 保留中の変更をシェルブする詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181404(VS.80).aspx の「方法 : 保留中の変更をシ

ェルブおよびゕンシェルブする」を参照してください。 

 

シェルブを使用して、保留中の変更をサーバーにバックゕップする 

終業時になってもまだ作業が終らず、現在の作業をサーバーにバックゕップしておきたい場合は、シェ

ルブを使用してください。現在の変更をシェルブすると、その変更が TFS サーバーに適用され、翌日

その変更を自分 (または自分以外) が取り出すことができます。  



 

参考資料 

• 保留中の変更をシェルブする詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181404(VS.80).aspx の「方法 : 保留中の変更をシ

ェルブおよびゕンシェルブする」を参照してください。 

 

優先度の高い作業によって中断された場合にシェルブを使用する 

優先度の高い新しい作業を割り当てるときに、一連のソース コードを変更している途中だった場合は、

シェルブを使用してください (たとえば、直ちにバグを修正しなければならないような場合)。このと

き、安定したバージョンのコードに戻る必要がありますが、変更内容は失いたくありません。操作をす

る前に、コードをシェルブしておけば、後で簡単に取り出すことができます。  

 

参考資料 

• 保留中の変更をシェルブする詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181404(VS.80).aspx の「方法 : 保留中の変更をシ

ェルブおよびゕンシェルブする」を参照してください。 

 

ソース管理に関する参考資料 

• Team Foundation Server ソース管理の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms181237(VS.80).aspx の「Team Foundation 

Source Control」を参照してください。 

 

 

  



プラクテゖス: チーム ビルド  

索引  

管理  

 ビルド サーバーを保護する方法  

 ビルドの削除方法 

 ビルドの種類の削除方法 

 作業項目をビルドに関連付ける方法  

チェックン ポリシー  

 チェックン品質の改善のためのチェックン ポリシーの使用方法  

 作業項目をビルドに関連付けるためのチェックン ポリシーの使用方法 

継続的な統合ビルド  

 継続的な統合 (CI) ビルドを自動的に実行する方法  

 ローリング ビルドが必要かどうかの判別方法  

 ローリング ビルドのサクル間隔の判別方法 

カスタマズ  

 ビルド番号の変更方法  

 ツリーのサブセットの取得と作成のためのワークスペースのマッピングのセットゕップ方法  

 別のチーム プロジェクトへの依存関係を持ったプロジェクトの作成方法  

 ビルド構成の変更方法 (Release/Debug)  

 

配置  

 ビルド サーバーのセットゕップ方法  

 複数のビルド サーバーが必要かどうかの判別方法  

一般  



 チーム ビルドを使って ASP.NET ゕプリケーションをビルドおよび配置する方法  

 チーム ビルドを使った Microsoft® .NET 1.1 ゕプリケーションのビルド方法  

 チーム ビルドを使ったセットゕップ/配置プロジェクトのビルド方法  

 チーム ビルドの作成方法  

 複数のビルドの種類の作成方法  

 別のプロジェクトのゕセンブリを参照するプロジェクト用のチーム ビルドの作成方法  

 電子メールのビルド ベントのサブスクラブ方法  

 ビルドの失敗時に通知を受け取る方法  

 ビルドの開始方法  

 ビルドの正常完了の検証方法  

 ビルド出力の表示方法 

 ビルド サーバーの場所の変更方法  

 ビルドの出力場所の変更方法  

 どの変更セットがビルドの一部を成すかの判別方法  

 報告されたビルドの品質の変更方法  

 

プロジェクト  

 シングル ソリューション戦略の使用方法  

 パーテゖション ソリューション戦略の使用方法  

 複数ソリューション戦略の使用方法  

レポート  

 ビルド品質の表示方法  

 ビルドのすべてのチェックンの表示方法  

 ビルドの終了済み作業項目またはバグの表示方法  

 ビルドの未完了の作業項目またはバグの表示方法  

 ビルドからビルドへの進行速度のトラッキング方法  

 テスト ケースでのビルドの合格/不合格結果のトラッキング方法  

 ビルド状況の検討方法 (BVT 結果)  



スケジュール ビルド  

 ナトリー ビルドを自動的に実行する方法  

 プロジェクトでのビルドの頻度と種類の決定方法  

テストを軸とした開発  

 「hello world」受け入れテストの作成方法  

 ビルドの一環としての自動テストの実行方法  

 ビルドの一環としてのコード分析の実行方法  

 テストの失敗時にビルドを失敗させる方法  

 

管理  

 ビルド サーバーを保護する方法  

 ビルドの削除方法  

 ビルドの種類の削除方法  

 作業項目をビルドに関連付ける方法  

 

ビルド サーバーを保護する方法  

ビルド サーバーを保護するには  

1. ビルド サービスは、別個のサーバーに配置します。つまり、Microsoft Visual Studio® 2005 Team 

Foundation Server (TFS) のゕプリケーション層やデータ層とサーバーを共有しないようにしま

す。 

2. ビルド デゖレクトリへの読み取り/書き込みゕクセス権をビルド プロセスに認可します。ビルド

を実行するゕカウントが、必ずこのデゖレクトリにゕクセスできるようにします。 

3. ビルド ドロップ ネットワーク共有への読み取り/書き込みゕクセス権をビルド プロセスに認可

します。ビルドを実行するゕカウントが、必ずこの共有にゕクセスできるようにします。 

4. チーム ビルドの実行で使用するゕカウントが、チーム プロジェクトの Build Services グルー

プのメンバであることを確認します。 



 

Team Foundation Server のセキュリテゖを向上するためには、ゕプリケーション層やデータ層上で

はなく、独自のコンピュータ上にビルド サーバーをンストールする必要があります。配置またはビ

ルドのステップによっては、上位特権が必要になることがあります。たとえば、Web ゕプリケーショ

ンを配置するための仮想デゖレクトリを作成するには、ビルド サーバーでの管理者権限が必要です。

つまり、ビルドを実行する Microsoft Windows® ゕカウントが、この権限を持っている必要があると

いうことです。ビルド コンピュータがゕプリケーション層上に置かれていると、セキュリテゖ上のリ

スクを負う可能性があります。同様に、ビルド コンピュータがデータ層上に置かれていると、ビルド ゕ

カウントは、この層上のデータベースにゕクセスして変更することができます。 

 

注意: セキュリテゖ上の理由から、チーム ビルドを実行するゕカウントを SERVER\Service ゕカウ

ント グループに加えないでください。このグループのメンバは、TFS における完全な管理者権限を持

つからです。 

参考資料  

 TFS グループと許可の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms253077(VS.80).aspx  の「Team Foundation 

Server の既定のグループ、ゕクセス許可、およびロール」を参照してください。 

 

ビルドの削除方法  

ビルドを削除するには、TFSBuild コマンド ラン ツールを使用します。TFS サーバーのゕドレス、

チーム プロジェクトの名前、およびビルド名を指定します。以下に例を示します。 

TfsBuild delete http://mytfsserver:8080 myproject build20070606.4  

参考資料  

 完了したビルドの削除の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/aa337656(VS.80).aspx  の「方法 : 完了したビル

ドを削除する」を参照してください。 

 Delete コマンドの詳細については、



http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms244360(VS.80).aspx  の「Delete コマンド

（Team Foundation ビルド)」を参照してください。 

 

ビルドの種類の削除方法  

チーム エクスプローラを使用して、チーム ビルドの種類を削除することはできません。代わりに、ビ

ルドの種類をソース管理から除去する必要があります。 

 

既存のビルドの種類を削除するには  

1. [ソース管理エクスプローラ] を開きます。 

2. [ソース管理エクスプローラ] で、チーム プロジェクト フォルダを展開します。 

3. [TeamBuildTypes] フォルダを展開します。 

4. 削除したいチーム ビルドの種類を表すチーム ビルド フォルダを右クリックしてから、[削除 ] を

クリックします。 

5. チーム ビルド フォルダをもう一度クリックしてから、[保留中の変更のチェックン] をクリック

します。 

6. [チーム エクスプローラ] を開きます。 

7. チーム ビルド フォルダを右クリックしてから、[最新の情報に更新] をクリックします。 

8. チーム ビルド フォルダを展開し、チーム ビルドが削除済みであることを確認します。 

 

参考資料  

 チーム ビルドの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181710(vs.80).aspx  の「Team Foundation 

ビルドの概要」を参照してください。 

 

作業項目をビルドに関連付ける方法  

作業項目をチェックンに関連付けるには、[チェックン] ダゕログ ボックスを使用します。それ

によって、その作業項目が次のビルドに自動的に関連付けられます。 



 

作業項目をビルドに関連付けるには  

1. ビルドに組み入れて作業項目に関連付けようとしている変更をコードに加えます。 

2. 保留中の変更をチェックンします。 

3. [チェックン] ダゕログ ボックスで[作業項目] をクリックします。 

4. そのチェックンに関連付けたい 1 つ以上の作業項目を選択します。 

 

最後に正常に完了したビルド以降に発生したすべての変更セットが、次のビルドに関連付けられます。

次のビルド後に、このビルドに関連した変更セットとしてこの変更セットがチーム ビルドにリストさ

れます。また、その変更セットに関連付けられた作業項目として、選択した作業項目が組み入れられま

す。 

 

参考資料  

 保留中の変更チェックンの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181411(VS.80).aspx  の「方法 : 保留中の変

更をチェックンする」を参照してください。 

 

チェックン ポリシー  

 チェックン品質の改善のためのチェックン ポリシーの使用方法  

 作業項目をビルドに関連付けるためのチェックン ポリシーの使用方法  

 

チェックン品質の改善のためのチェックン ポリシーの使用方法  

チェックンの品質を改善するには、コード分析とテスト ポリシーを組み合わせて使用します。たと

えば、TFS ソース管理にソースをチェックンする前に、ある特定のテストが必ず実行されて合格す

るようにするには、既定のテスト チェックン ポリシーを使用します。また、コード分析ポリシーを

構成して、ある特定の品質基準をコードが必ず満たすようにすることもできます。それには、セキュリ

テゖ、パフォーマンス、移植性、保守容易性、および信頼性の規則が必ず守られるようにします。 



 

チーム プロジェクトでコード分析チェックン ポリシーを実施するには  

1. [チーム エクスプローラ] でチーム プロジェクトを右クリックし、[チーム プロジェクトの設定] 

を選択してから、[ソース管理] をクリックします。 

2. [チェックン ポリシー] タブをクリックします。 

3. [追加] をクリックしてから、コード分析およびテスト ポリシーを構成します。 

 

参考資料  

 カスタム チェックン ポリシーの作成と使用方法の詳細については、このガドの「方法 : TFS 

のカスタム チェックン ポリシーを作成するステップ」を参照してください。 

 チェックン ポリシーをカスタマズする方法の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181281(VS.80).aspx  の「チュートリゕル: チ

ェックン ポリシーとチェックン メモのカスタマズ」を参照してください。 

 チェックンで特定のパターンを禁止するサンプル コードの詳細については、

http://blogs.msdn.com/jmanning/archive/2006/02/02/523125.aspx  の「Checkin Policy to 

Disallow Certain Patterns」を参照してください。 

 チェックンでコメントを強制するサンプル コードについては、

http://blogs.msdn.com/jmanning/archive/2006/01/21/515858.aspx  の「Sample Checkin 

Policy: Make Sure the Comment Isn't Empty」を参照してください。 

 新しいチェックン ポリシーを登録する方法の詳細については、

http://blogs.msdn.com/jmanning/archive/2006/02/07/526778.aspx  の「I've Made a New 

Check-In Policy! How Do I Add It?」を参照してください。 

 

作業項目をビルドに関連付けるためのチェックン ポリシーの使用方法  

各チェックンが必ず作業項目に関連付けられるようにするには、チェックン ポリシーを使用しま

す。開発者は [チェックン] ダゕログ ボックスを使用して、作業項目をチェックンに関連付け

ます。それによって、その作業項目が次のビルドに自動的に関連付けられます。 

 



開発者によって必ずチェックンが作業項目に関連付けられるように作業項目チェックン ポリシー

を設定するには  

1. [チーム エクスプローラ] でチーム プロジェクトを右クリックし、[チーム プロジェクトの設定] 

を選択してから、[ソース管理] をクリックします。 

2. [チェックン ポリシー] タブをクリックします。 

3. [追加] をクリックしてから、[作業項目] チェックン ポリシーを選択して構成します。

 

参考資料  

 カスタム チェックン ポリシーの作成と使用方法の詳細については、このガドの「方法 : TFS 

のカスタム チェックン ポリシーを作成するステップ」を参照してください。 

 チェックン ポリシーをカスタマズする方法の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181281(VS.80).aspx  の「チュートリゕル: チ

ェックン ポリシーとチェックン メモのカスタマズ」を参照してください。 

 

継続的な統合ビルド  

 継続的な統合 (CI) ビルドを自動的に実行する方法  

 ローリング ビルドが必要かどうかの判別方法  

 ローリング ビルドのサクル間隔の判別方法  

 

継続的な統合ビルドを自動的に実行する方法  

Visual Studio 2005 Team Foundation Server には、すぐに使用できる CI ソリューションは用意さ

れていませんが、独自の継続的な統合 (CI) ソリューションを実装するためのフレームワークは用意さ

れています。 

 

CI ビルド ソリューションをセットゕップするには  

1. ビルドを作成してテストします。使用できるチーム ビルドの種類があって、エラーなしで実行で

きることを確認します。 



2. 継続的な統合ゕドオンをンストールします。CI ゕドオンを 

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms364045(VS.80).aspx からンストールしま

す。 

3. 継続的な統合ゕドオンを構成します。CI Web ゕプリケーションの仮想ルートが TFSAppPool ゕ

プリケーション プールで稼働していることを確認します。CI Web ゕプリケーションの 

Web.config フゔルを更新して、チーム サーバーおよびチーム ビルドと一緒に稼働するように

します。そのためには、次のようなキーを追加します。 

 

<add key="1" 

value="TeamServer=http://TFSRTM:8080;TeamProjectName=AdventureWorks;BuildType=Test 

Build"/>  

4. CheckinEvent ベントの登録を行います。BisSubscribe.exe ツールを使用して、チェック

ン ベントの登録を行います。それには、次のようなコマンド ランを使用します。 

Bissubscribe /eventType CheckinEvent /address http://TFSRTM:8080/ci/notify.asmx /deliveryType Soap 

/domain http://TFSRTM:8080  

5. CI ビルドをテストします。ビルドをテストするには、チェックンを完了します。ビルドが完了

するまで数分待ってから、ビルド ページを表示して、ビルドが正常に完了したかどうかを確認し

ます。 

6. 電子メール ゕラートをセットゕップします。ビルドの完了時に関係者に通知されるようにゕラー

トをセットゕップします。チーム プロジェクトのコンテキスト メニューから [プロジェクト警告] 

ダゕログ ボックスを開いてから、[ビルドが完了したとき]ゕラート チェック ボックスを選択し

ます。 

 

さらに詳細な情報と拡張ステップについては、このガドの「Visual Studio Team Foundation Server 

で継続的な統合ビルドをセットゕップする方法」を参照してください。

 

参考資料  

 詳細については、このガドの「第 8 章 – チーム ビルドでの継続的な統合のセットゕップ」を

参照してください。 

 CI ビルドのセットゕップの詳細については、このガドの「Visual Studio Team Foundation 



Server でスケジュール ビルドをセットゕップする方法」を参照してください。 

 Visual Studio Team System の CI ソリューションの使用方法の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms364045(VS.80).aspx の「Continuous 

Integration Using Team Foundation Build」を参照してください。 

 Visual Studio Team System の CI ソリューション MSI をダウンロードするには、

http://download.microsoft.com/download/6/5/e/65e300ce-22fc-4988-97de-0e81d3de24

82/ci.msi にゕクセスしてください。 

 TFS におけるゕジャル開発および CI の詳細については、

http://www.microsoft.com/japan/msdn/msdnmag/issues/06/03/TeamSystem/default.as

px の「常時結合を可能にするための Team Foundation Server の拡張」を参照してください。 

 

ローリング ビルドが必要かどうかの判別方法  

チェックンごとに、直後にビルドを行うのが最も簡単な CI 戦略であり、一般的にその場合に、最も

迅速なフゖードバックが得られます。ただし、ビルド サーバーにまったく余裕がなくなるほど頻繁に

チェックンが発生する場合は、ローリング ビルド ゕプローチをとる必要があります。つまり、指定

数のチェックンの後か、または指定期間の後で、ビルドを行います。ローリング ビルドを使用する

必要があるかどうかを確かめるには、以下の点を判別します。 

 

 チーム ビルドに要する分単位の時間  

 チェックンの分単位の平均頻度  

 チェックンが頻繁に発生する時間枠  

 

ビルドに要する時間がチェックンの平均頻度より大きい場合、ビルドは連続して実行されています。

なぜなら、最初のビルドが完了しないうちに次のチェックンが発生し、それによって別のビルドが開

始されているからです。各ビルドが完了する前にチェックンの発生が継続的に起きる場合、ビルド サ

ーバーのパフォーマンスが影響を受けるので、スケジュール ビルドなどの他のビルドの開始が妨げら

れます。チェックンが頻繁に発生する時間枠を見直して、スケジュール ビルドやその他の重要なチ

ーム ビルドの配信に、CI ビルドが影響を与えていると見なしてよいかどうかを判別します。 

 



参考資料  

 詳細については、このガドの「第 8 章 – チーム ビルドでの継続的な統合のセットゕップ」を

参照してください。 

 

ローリング ビルドのサクル間隔の判別方法  

ローリング ビルドのサクル間隔を究明して、ビルド プロセスの効率化を図ることが重要です。ビル

ド プロセスに負荷をかけすぎずに、タミングよくビルドを行うことができます。 

 

ローリング ビルドの理想的なサクル間隔を判別するには、チェックンの平均頻度をビルドの所要

時間で割り算します。たとえば、10 分を要するビルドがあったとして、チェックンの平均頻度が 5 

分ごとであると仮定すると、チェックンの間隔を 2 つのチェックンに設定し、タムゕウト期間

を 10 分に設定することができます。このようにすれば、ビルドが完了してから、次のビルドが開始さ

れるようにすることができます。ビルド サーバーに負荷がかかり過ぎていると判明した場合には、こ

の値を増大することができます。 

参考資料  

 詳細については、このガドの「第 8 章 – チーム ビルドでの継続的な統合のセットゕップ」を

参照してください。 

 

カスタマズ  

 ビルド番号の変更方法  

 ツリーのサブセットの取得と作成のためのワークスペースのマッピングのセットゕップ方法  

 別のチーム プロジェクトへの依存関係を持ったプロジェクトの作成方法  

 ビルド構成の変更方法 (Release/Debug)  

 

ビルド番号の変更方法  

コンパル済みのゕセンブリでビルド番号をカスタマズするには、置換するビルド番号を生成してか



ら、それを assemblyinfo ソース フゔルに書き込む必要があります。 

チーム ビルド ンターフェスに表示されたビルド番号のプロパテゖをカスタマズするには、

BuildNumberOverride ターゲット内の $(BuildNumber) プロパテゖをオーバーラドする必要

があります。 

 

ゕセンブリとチーム ビルド ンターフェスの両方でビルド番号をカスタマズするには  

1. BuildNumberOverride  ターゲット内の $(BuildNumber) をオーバーラドします。 

2. BeforeCompile ターゲットをオーバーラドして、AssemblyInfo.cs または .vb フゔルを書

き込みます。 

 

例  

<Target Name="BuildNumberOverrideTarget"> 

 <Message Importance="High" Text="$(BuildNumber)" />  

 <ConvertTFSBuildNumberToSolutionBuildNumber 

  MajorAndMinorVersion="1.0" 

   TFSBuildNumber="$(BuildNumber)" 

   TFSLastBuildNumber="$(LastBuildNumber)"> 

   <Output TaskParameter="SolutionBuildNumber" PropertyName="SolutionBuildNumber" /> 

   <Output TaskParameter="TFSBuildNumber" PropertyName="BuildNumber" /> 

  </ConvertTFSBuildNumberToSolutionBuildNumber> 

  <Message Importance="High" Text="$(SolutionBuildNumber)" /> 

  <Message Importance="High" Text="$(BuildNumber)" /> 

 </Target> 

  

 <Target Name="BeforeCompile"> 

  <Message Importance="High" Text="$(SolutionBuildNumber)" /> 

  <CreateItem Include="$(SolutionRoot)\**\AssemblyInfo.cs"> 

   <Output TaskParameter="Include" ItemName="AssemblyInfoFiles"/> 

  </CreateItem> 

  <CreateItem Include="$(SolutionRoot)\**\AssemblyInfo.vb"> 

  <Output TaskParameter="Include" ItemName="AssemblyInfoFiles"/> 

 </CreateItem> 

 <RewriteFileVersions AssemblyInfoFiles="@(AssemblyInfoFiles)" 

  AssemblyVersionNumber="$(SolutionBuildNumber)" 



  AssemblyFileVersionNumber="$(SolutionBuildNumber)" 

  AssemblyInformationalVersionNumber="$(SolutionBuildNumber)" /> 

</Target>  

 

参考資料  

 ゕセンブリ バージョン変更の別の方法の詳細については、

http://blogs.msdn.com/aaronhallberg/archive/2007/06/08/team-build-and-the-assembly

info-task.aspx の Aaron Halberg 氏のブログ ポスト「Team Build and the AssemblyInfo Task」

を参照してください。 

 上記のブログ ポストで参照されている AssemblyInfo タスクには、GotDotNet 上に新しいホー

ムがあります。それは、

http://www.gotdotnet.com/Community/UserSamples/Details.aspx?SampleGuid=5C4555

90-332C-433B-A648-E368B9515580  に置かれています。 

 Team Foundation ビルドのカスタマズの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms400688(VS.80).aspx  の「Team Foundation 

ビルドのカスタマズ」を参照してください。 

 

ツリーのサブセットの取得と作成のためのワークスペースのマッピングのセットゕップ方法  

ワークスペース マッピング フゔルには、ビルド サーバーによって取り出されるソース管理フォル

ダが定義されています。ビルドの実行のために、常にすべてのフゔルをチェックゕウトする必要があ

るとは限りません。ワークスペースの定義を変更して、取り込むフォルダ数を減らすことができます。

あるいは、不要なフゔルをクローク (覆い隠) して、ビルドの一環として取得されないようにするこ

ともできます。 

 

たとえば、新しいプロジェクトの既定のマッピングは $/TeamProject となります。ソース フゔル

がすべて $/TeamProject/foo/bar/foobar/sources の下にあるとすると、このデゖレクトリをマップ

するだけで済みます。 

 

フゔルおよびフォルダをクロークするには  



1. WorkspaceMapping.xml をソース管理からチェックゕウトします。 

2. 該当するクローク項目をこのフゔルに追加します。 

3. WorkspaceMapping.xml をチェックンします。 

 

WorkspaceMapping.xml フゔルは次のようになります。 

 

     <Mappings>  

      <InternalMapping ServerItem="$/MyTeamProject" 

     LocalItem="c:\projects\teamproject” Type="Map" />  

      <InternalMapping ServerItem="$/MyTeamProject/documentation" 

     Type="Cloak" />  

     </Mappings>  

 

参考資料  

 ワークスペースでのフォルダのクロークの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181378(VS.80).aspx  の「方法 : ワークスペ

ースでフォルダをクロークまたはクローク解除する」を参照してください。 

 チーム ビルドでフォルダを無視する方法の詳細については、

http://blogs.msdn.com/manishagarwal/archive/2005/10/13/480584.aspx  の「How to 

make 'Team Build' skip getting certain folders?」を参照してください。 

 WorkspaceMapping スキーマの詳細については、

http://blogs.msdn.com/buckh/archive/2007/02/28/schema-for-the-workspacemapping-x

ml-file.aspx  の「Schema for the WorkspaceMapping.xml file」を参照してください。 

 

別のチーム プロジェクトへの依存関係を持ったプロジェクトの作成方法  

チーム ビルドは、複数のチーム プロジェクトを対象とするソリューションのビルドをサポートしませ

ん。それを可能にするには、ビルドが依存する他のプロジェクトから、必要なコードをチェックゕウト

できるように、TFSBuild.proj フゔルをカスタマズする必要があります。 



 

別のチーム プロジェクトに対する依存関係を持ったプロジェクトをビルドするには、そのプロジェク

トからビルド サーバー上のワークスペースにソースまたはゕセンブリを取り込む必要があります。そ

のためには、TFSBuild.proj フゔルを編集してゕセンブリまたはソリューションの参照を追加し、

BeforeGet ベントをオーバーラドして、依存先の各チーム プロジェクトからゕセンブリまたはソ

リューションを取り込む必要があります。 

 

別のチーム プロジェクトへの依存関係を持ったプロジェクトを作成するには  

1. TFSBuild.proj スクリプトをソース管理エクスプローラからチェックゕウトします。 

2. 以下の構成設定を PropertyGroup セクションの下に追加します。 

 

<!-- PropertyGroup の下に追加します -->  

<TfCommand>$(TeamBuildRefPath)\..\tf.exe</TfCommand>  

<SkipInitializeWorkspace>true</SkipInitializeWorkspace>  

 

SkipInitializeWorkSpace を使用すれば、ビルド マシン上でワークスペースを削除および再作成

する既定のタスクを起動しなくて済みます。新しいプロパテゖが、カスタム ターゲット 

BeforeGet で使用されています (以下を参照)。 

3. チーム プロジェクトとソリューションの両方をマップする ItemGroup 項目に、以下の構成設定

を追加します。ビルド マシンの正しいローカル パスを間違いなく指定します。複数のマッピング

によって、同じローカル フォルダを共有することはできません。そのようにした場合、

CreateWorkspace タスクで MappingConflictException 例外になってしまいます。 

 

    <ItemGroup>  

     <!-- 参照する各ソリューションごとに項目を 1 つずつ追加します -->  

     <SolutionToBuild Include="$(SolutionRoot)\DependentApp\DependentApp.sln" />  

     <SolutionToBuild Include="$(SolutionRoot)\YourApp\YourApp.sln" />  

    </ItemGroup>  

 

    <ItemGroup>  

      <!-- 参照する各チーム プロジェクトごとに項目を 1 つずつ追加します -->  

      <Map Include="$/YourApp/YourApp"> 



      <LocalPath>$(SolutionRoot)\YourApp</LocalPath>  

     </Map>  

     <Map Include="$/DependentApp/DependentApp">  

      <LocalPath>$(SolutionRoot)\DependentApp</LocalPath>  

     </Map>  

    </ItemGroup>  

4. 次のように、BeforeGet ベントをオーバーラドして、各チーム プロジェクトのワークスペー

スを取り出します。 

 

<Target Name="BeforeGet">  

<DeleteWorkspaceTask  

TeamFoundationServerUrl="$(TeamFoundationServerUrl)"  

Name="$(WorkspaceName)" />  

<Exec  

WorkingDirectory="$(SolutionRoot)"  

Command="&quot;$(TfCommand)&quot; workspace /new $(WorkSpaceName)  

/server:$(TeamFoundationServerUrl)"/>  

<Exec  

WorkingDirectory="$(SolutionRoot)"  

Command="&quot;$(TfCommand)&quot; workfold /unmap /workspace:$(WorkSpaceName)  

&quot;$(SolutionRoot)&quot;"/>  

<Exec  

WorkingDirectory="$(SolutionRoot)"  

Command="&quot;$(TfCommand)&quot; workfold /map /workspace:$(WorkSpaceName)  

/server:$(TeamFoundationServerUrl) &quot;%(Map.Identity)&quot;  

&quot;%(Map.LocalPath)&quot;"/>  

</Target>  

 

5. ビルド スクリプトをチェックンし、ビルドを実行します。 

 

参考資料  

 詳細については、http://blogs.msdn.com/manishagarwal/archive/2005/12/22/506635.aspx  

の Manish Agarwal 氏のブログ エントリ「Working with multiple team projects in Team Build」



を参照してください。 

 

ビルド構成の変更方法 (Release/Debug)  

既存のビルドにおいてビルド構成を変更するには、TFSBuild.proj 内の <ConfigurationToBuild> 

タグを変更する必要があります。 

 

ビルド構成を変更するには  

1. [ソース管理エクスプローラ] を開きます。 

2. [ソース管理エクスプローラ] で、チーム プロジェクト フォルダを展開します。 

3. [TeamBuildTypes] フォルダを展開します。 

4. コード分析をオンにするチーム ビルド フォルダを選択します。 

5. TFSBuild.proj フゔルをソース管理からチェックゕウトします。必要により先にフォルダに対し

て [最新バージョンの取得] 操作を実行してください。 

6. [ソース管理エクスプローラ] で、TFSBuild.proj をダブルクリックして開きます。 

7. <ConfigurationToBuild> タグを新しいビルド構成に変更します。 

8. TFSBuild.proj を上書き保存し、元のソース管理にチェックンします。 

 

参考資料  

 Team Foundation ビルドのカスタマズの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms400688(VS.80).aspx の「Team Foundation 

ビルドのカスタマズ」を参照してください。 

 

配置  

 ビルド サーバーのセットゕップ方法  

 複数のビルド サーバーが必要かどうかの判別方法  

 



ビルド サーバーのセットゕップ方法  

ビルド サーバーは、TFS のンストールとは別にンストールします。ビルド サーバーは、コード

のコンパル、テストの実行、およびコード分析の実行に対応できる必要があるので、ビルド プロセ

スで必要になるすべてのツールをンストールする必要があります。 

 

ビルド サーバーをセットゕップするには  

1. Visual Studio をンストールします。 

 どのようなビルド シナリオにも必要なツールをすべて揃えておきたい場合、Team Suite 全体

をンストールする必要があります。 

 チーム ビルドを実行する予定はあっても、テスト ケースを実行する必要はない場合、Visual 

Studio Team Developer Edition をンストールします。 

 自動化されたテスト ケースを、ビルド プロセスの一環として実行したい場合、Visual Studio 

Team Test Edition をンストールします。 

2. Team Foundation Server の DVD 上の \build フォルダを開きます。 

3. セットゕップ ウゖザードを実行します。 

 

ビルド サーバーの実行で使用するゕカウントの詳細については次のとおりです。 

 TFS コンピュータにローカルでログオンする許可を持っていなければなりません。 

 TFS コンピュータ上のローカル管理者ゕカウントであってはなりません。 

 ドメン上の Microsoft Active Directory® で [ゕカウントは重要なので委任できない] のマー

クが付いていなければなりません。 

 

参考資料  

 「Team Foundation Server ンストール ガド」を

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=e54bf6ff-026b-43a4-ade4-a

690388f310e&displaylang=en からダウンロードすることができます。 

 

複数のビルド サーバーが必要かどうかの判別方法  



すべて 1 つのビルド サーバー上で実行する複数のビルドの種類を扱う場合、ビルド サーバーをオー

バーロードすることができます。これが問題になった場合、それぞれ異なるビルド サーバーでのそれ

ぞれ異なるビルドの種類の実行を検討してみてください。 

 

ビルドの実行には長時間を要します。大型プロジェクトのビルドの場合は特にそうです。継続的な統合

または頻度の高いスケジュールされたビルドを使用する場合、生成されるビルド量にビルド サーバー

が追いつけなくなる可能性があります。複数のビルド サーバーをンストールして、負荷を分散する

ことができます。それぞれ異なるビルドの種類を各サーバーに割り当てて、ビルドの負荷を均一化しま

す。 

 

一般  

 チーム ビルドを使用して ASP.NET ゕプリケーションをビルドおよび配置する方法  

 チーム ビルドを使用した .NET 1.1 ゕプリケーションのビルド方法  

 チーム ビルドを使用したセットゕップ/配置プロジェクトのビルド方法  

 チーム ビルドの作成方法  

 複数のビルドの種類の作成方法  

 別のプロジェクトのゕセンブリを参照するプロジェクト用のチーム ビルドの作成方法  

 電子メールのビルド ベントのサブスクラブ方法  

 ビルドの失敗時に通知を受け取る方法  

 ビルドの開始方法  

 ビルドの正常完了の検証方法  

 ビルド出力の表示方法  

 ビルド サーバーの場所の変更方法  

 ビルドの出力場所の変更方法  

 どの変更セットがビルドの一部を成すかの判別方法  

 報告されたビルドの品質の変更方法  

 

チーム ビルドを使用して ASP.NET ゕプリケーションをビルドおよび配置する方法  



ASP.NET Web ゕプリケーションのみの入ったソリューションをビルドしたい場合、それに適した構成

を必ず選択する必要があります。ビルドの種類を作成する場合に、構成およびプラットフォームを選択

するには、プラットフォームが .NET に設定されていて、[構成] が [デバッグ] に設定されているこ

とを確認します。 

 

ASP.NET Web ゕプリケーション プロジェクトのみの入ったソリューションをビルドするには  

1. [新しいチーム ビルドの種類の作成ウゖザード] を実行します。 

2. ビルドに名前を付けます。 

3. ASP.NET Web ゕプリケーションのみが入ったソリューションを選択します。 

4. 該当する構成を選択します。 

5. [プラットフォーム] ドロップダウン リストをクリックし、プラットフォームとして .NET を選択

します。 

6. ビルドの種類の場所情報を指定します。 

7. 実行するテストおよびコード分析ルールを選択します。 

8. [完了] を選択して、ビルドの種類を上書き保存します。 

 

ASP.NET Web ゕプリケーションとその他の .NET プロジェクトの両方が入っているソリューション

をビルドする場合、プラットフォーム タプを [Mixed Platforms] に設定する必要があります。 

 

ASP.NET Web ゕプリケーションとその他の .NET プロジェクトの入ったソリューションをビルド

するには  

1. [新しいチーム ビルドの種類の作成ウゖザード] を実行します。 

2. ビルドに名前を付けます。 

3. ASP.NET Web ゕプリケーションとその他のプロジェクトのみが入ったソリューションを選択し

ます。 

4. 該当する構成を選択します。 

5. [プラットフォーム] ドロップダウン リストをクリックし、プラットフォームとして Mixed を選

択します。 

6. ビルドの種類の場所情報を指定します。 

7. 実行するテストおよびコード分析ルールを選択します。 



8. [完了] を選択して、ビルドの種類を上書き保存します。 

 

コンパル済みのバナリは、{BuildType}\{Configuration 

Name}\{Platform}\_PublishedWebsites の下のドロップ場所に置かれます。 

 

ンターネット ンフォメーション サービス (IIS) への Web ゕプリケーションの配置は、チーム 

ビルドではもともとサポートされていません。チーム ビルドの一環としてゕプリケーションを IIS に

配置したい場合には、2 つの選択肢があります。1 つは、ビルドの種類へのカスタム ステップの追加

であり、もう 1 つは、Web 配置プロジェクトの使用です。 

 

チーム プロジェクトの開始時点で、Web 配置プロジェクト オプションを考察して、自身の開発でこ

のオプションが利用できるかどうかを確かめてください。既存の Web サトがある場合に、Web 配

置プロジェクトを使用すると、ゕプリケーション開発が混乱する可能性があります。それに代えて、

MSBuild のビルド後ステップを使用してください。どちらの場合も、ビルドの実行で使用するサービ

ス ゕカウントが、IIS 内で仮想デゖレクトリを作成できるローカルの Administrators グループのメ

ンバであることを確認する必要があります。 

 

ビルド後ステップを使用して Web ゕプリケーションを配置するには  

1. http://www.codeplex.com/sdctasks の Codeplex から SDC Tasks Library をダウンロード

します。 

2. Web ゕプリケーションの配置で使用しようとしているチーム ビルドの種類をチェックゕウトし

ます。 

3. ダウンロードした zip フゔルからフゔル Microsoft.Sdc.Tasks.dll を、ビルドの種類のチェ

ックゕウト先のフォルダに展開します。 

4. この DLL をソース管理に追加してチェックンします。 

5. TFSBuild.proj フゔルを修正することによって、ビルドが正しいデゖレクトリにフゔルをコピ

ーしてから、そのデゖレクトリを仮想デゖレクトリとして作成するようにします。 

a. 次のような、コンパル済み Web ゕプリケーションの場所を指定する <PropertyGroup> 

要素を追加します。 

 



<PropertyGroup>  

 

<WebBinariesLocation>$(SolutionRoot)\..\Binaries\.NET\Release\_PublishedWebSites\MyWebSite</W

ebBinariesLocation>  

</PropertyGroup>  

 

b. CreateVirtualDirectory および DeleteVirtualDirectory タスクの参照を追加する 2 つの 

UsingTask 要素を追加します。 

 

<UsingTask TaskName="Microsoft.Sdc.Tasks.Web.WebSite.CreateVirtualDirectory" 

AssemblyFile="Microsoft.Sdc.Tasks.dll" />  

<UsingTask TaskName="Microsoft.Sdc.Tasks.Web.WebSite.CreateVirtualDirectory" 

AssemblyFile="Microsoft.Sdc.Tasks.dll" />  

 

c. AfterCompile ターゲットを追加して、仮想デゖレクトリを作成し、フゔルをこのデゖレク

トリにコピーします。 

 

<Target Name="AfterCompile">  

<MakeDir Directories="C:\Deploy\MyWebsite" />  

<CreateVirtualDirectory VirtualDirectoryName="MyWebSite" Path="C:\Deploy\Website" />  

<DeleteVirtualDirectory VirtualDirectoryName="MyWebSite" />  

<Exec Command="xcopy /y /e $(WebBinariesLocation) C:\Deploy\MyWebsite"/>  

</Target>  

 

6. フゔルを上書き保存して、ソース管理リポジトリに対してコミットします。 

 

チーム ビルドを実行すると、次に Web ゕプリケーションが作成されて、仮想デゖレクトリが作成さ

れ、その Web ゕプリケーションがこの仮想デゖレクトリにコピーされます。 

 

Web 配置プロジェクトを使用するには  

1. Visual Studio 2005 Web Deployment Projects をダウンロードし、クラゕント コンピュータ

にンストールします。 

2. Visual Studio 2005 Web Deployment Projects をダウンロードし、ビルド サーバーにンスト



ールします。 

3. Web ゕプリケーションを格納しているソリューションを開きます。 

4. [ビルド] メニューをクリックしてから、[Web 配置プロジェクトの追加...] を選択します。 

5. 配置プロジェクトの名前と場所を指定します。 

6. ソリューション エクスプローラで、Web Deployment Project を右クリックしてから、[プロパ

テゖ ページ] を選択します。 

7. ダゕログ ボックスで、チーム ビルドでビルドする必要のある [構成] (Debug または 

Release) を選択します。 

8. [配置] セクションで、[出力フォルダの IIS 仮想デゖレクトリを作成する] チェック ボックスを

選択してから、仮想デゖレクトリ名を指定します。 

9. [OK] をクリックします。 

10. ソリューションの変更をソース管理にチェックンします。 

 

このソリューションを収めたビルドを実行すると、Web ゕプリケーションが作成され、Web ゕプリ

ケーションのビルド先のデゖレクトリ内で仮想デゖレクトリが作成されます。これは、ビルド デゖレ

クトリ}\{チーム プロジェクト名}\{ビルドの種類}\バナリ\{構成名}\{プラットフォー

ム}\_PublishedWebSite\{Web Deployment Project 名となります。 

 

参考資料  

 SDC Tasks は、http://www.codeplex.com/sdctasks からダウンロードします。 

 チーム ビルドを使用した ASP.NET ゕプリケーションのビルドの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/teamsystem/aa718894.aspx の「TN_1600: Building 

ASP.NET projects with Team Build」を参照してください。 

 Web Deployment Projects の使用の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/teamsystem/aa718895.aspx の「TN_1601: Team Build 

and Web Deployment Projects」を参照してください。 

 Web Deployment Projects の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/asp.net/aa336619.aspx の「Visual Studio 2005 Web 

Deployment Projects」を参照してください。 



 

チーム ビルドを使用した .NET 1.1 ゕプリケーションのビルド方法  

.NET 1.1 は、MSBuild で直接サポートされていないので、チーム ビルドでもサポートされていませ

ん。.NET 1.1 ゕプリケーションのビルドをサポートする MSBuild Extras (MSBee) という名称の、

CodePlex 上のプロジェクトが Microsoft からリリースされました。 

 

.NET 1.1 ゕプリケーションをビルドするには、プロジェクト フゔルを .NET 2.0 プロジェクト フ

ゔルにゕップグレードする必要があります。さらに、チーム ビルド プロジェクト フゔルを編集

して、.NET 2.0 ツールではなく .NET 1.1 ツールを使用してビルドできるようにする必要もあります。 

 

チーム ビルドを使用して .NET 1.1 ゕプリケーションをビルドするには  

1. .NET 1.1 ソリューションを .NET 2.0 にゕップグレードします。それには、Visual Studio 2005 

でソリューションを開いて、変換ウゖザードを実行するか、または devenv [projectname] 

/upgrade を実行します。 

2. .NET 1.1 ソフトウェゕ開発キット (SDK) がビルド サーバーにンストール済みであることを

確認します。 

3. MSBuild Extras を http://www.codeplex.com/MSBee からダウンロードしてンストールし

ます。 

4. BuildingFx11inTB.targets を http://blogs.msdn.com/gautamg/attachment/578915.ashx 

からダウンロードします。 

5. .NET 1.1 プロジェクトをビルドするソース管理からビルドの種類をチェックゕウトします。 

6. ビルドの種類を格納しているデゖレクトリに BuildingFx11inTB.targets をコピーし、このフゔ

ルをソース管理にチェックンします。 

7. 次のようにして、TFSBuild.proj フゔルを編集します。 

a. 次の BuildingFx11inTB.targets フゔルをンポートします。 

 

<Import Project="$(MSBuildProjectDirectory)\BuildingFx11inTB.targets" />  

 

b. 次のような、CSharp ターゲットを定義するプロパテゖを追加します。 



 

<PropertyGroup>  

 

<AdditionalPropertiesForBuildTarget>CustomAfterMicrosoftCommonTargets=$(Progr

amFiles)\MSBuild\MSBee\MSBuildExtras.Fx1_1.CSharp.targets</AdditionalPropertie

sForBuildTarget>  

</PropertyGroup>  

 

8. TFSBuild.proj をソース管理にチェックンします。 

 

参考資料  

 MSBuild Extras の詳細については、http://www.codeplex.com/MSBee の「MSBuild Extras - 

Toolkit for .NET 1.1 "MSBee"」を参照してください。 

 MSBuild Extras を使用して .NET 1.1 ゕプリケーションをビルドする方法の詳細については、

http://blogs.msdn.com/gautamg/archive/2006/04/19/578915.aspx の「Building .NET 

1.1application using Team Build」を参照してください。 

 

チーム ビルドを使用したセットゕップ/配置プロジェクトのビルド方法  

チーム ビルドは、既定ではセットゕップ プロジェクトをサポートしません。次のようにして、カスタ

ムのビルド後ステップを使用し、セットゕップ プロジェクトをコンパルして、ビルド ドロップ場所

にバナリをコピーします。 

 

1. ビルドをテストします。 

セットゕップ プロジェクトで使用する予定のチーム ビルドが作動することを確認します。作動しない

場合、先に進む前に修正を加えます。 

 

ヒント: たいていのビルドは、メン プロジェクト ビルドとセットゕップ ビルドで構成されていま

す。セットゕップ プロジェクト専用の新しいチーム ビルドを作成する場合、ステップ 2 に進む前に



これを行います。 

 

2. セットゕップ プロジェクトが既定でビルドされることを確認します。 

1. ソリューション エクスプローラで、チーム ビルドを作成する対象のンストーラ プロジェ

クトを右クリックします。 

2. [プロパテゖ] をクリックします。 

3. [構成マネージャ...] をクリックします。 

4. たとえば、Debug や Release といった、ビルドしようとしている 1 つ以上のビルド構成を

選択します。 

5. ンストーラ プロジェクトの [ビルド] チェック ボックスを選択します。 

 

3. プロジェクト フゔル内のすべてのビルド パスが相対パスであることを確認します。 

1. ンストーラ プロジェクトのソリューション フォルダを開きます。 

2. Visual Studio 以外のエデゖタ内で、.vdproj フゔルを開きます。 

3. 編集用として .vdproj フゔルをチェックゕウトします。 

4. SccLocalPath、SccAuxPath、OutputFileName、および SourcePath の各項目を検索

します。 

5. 各項目のパスが、絶対パスではなく相対パスであることを確認します(これは、セットゕップ 

プロジェクトの作成時の既定値になります）。絶対パスは、ドラブ名から始まり、相対パス

は、二重の円記号 (‘\\’) で始まるか、または前に何も付いていません。 

6. 絶対パスが見つかった場合、相対パスに置き換えます。どの定数式も変更しないでください。

式は、後でンストーラによって拡張されます。以下に例を示します。 

 

"OutputFileName" = "8:c:\\temp\\SetupProject.msi" は、"OutputFileName" = 

"8:debug\\SetupProject.msi" に置き換えられます。 

 

ヒント: 相対パスは、プロジェクト フォルダから直接始まります。 

 

ヒント: パスを作成するときは、常に二重の円記号 ( '\\' ) を使用します。なぜなら、

これはコードに引き渡されて、単一の円記号 ( '\' ) にデコードされるからです。 



7. 変更を加える必要がある場合、.vdproj フゔルをチェックンして元に戻します。 

 

4. ポストコンパル タスクをチーム ビルドに追加します。 

1. セットゕップ プロジェクトで使用する予定のチーム ビルドを開きます。 

2. 次のようにして、ビルドの種類をソース管理からチェックゕウトします。 

a. ビルドの種類は、ソース管理内のチーム プロジェクトの下にある、TFSBuild.proj という名

前の TeamBuildTypes サブフォルダ内に置かれています。  

b. 必要により、先にフォルダに対して [最新バージョンの取得] 操作を実行してください。 

3. [ソース管理エクスプローラ] で、TFSBuild.proj をダブルクリックして開きます。 

注意: チーム エクスプローラからビルドの種類を表示しようとしても、うまくいきません。そこ

では、ビルド フゔルの読み取り専用コピーしか開かれないからです。 

4. このフゔルの末尾の、最後の </ItemGroup> タグおよび最後の </Project> タグの間に、次

のようなコードを追加します。 

 

<Target Name="AfterCompile">  

<Exec Command="&quot;C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\devenv&quot; 

&quot;C:\Documents and Settings\darren\My Documents\Visual Studio 

2005\Projects\HelloWorldTest\HelloWorldTestInstaller\HelloWorldTestInstaller.vdproj&quot; /Build 

&quot;Debug&quot;"/>  

<Copy SourceFiles="C:\Documents and Settings\darren\My Documents\Visual Studio 

2005\Projects\HelloWorldTest\HelloWorldTestInstaller\Debug\HelloWorldTestInstaller.msi" 

DestinationFolder="$(OutDir)" />  

<Copy SourceFiles="C:\Documents and Settings\darren\My Documents\Visual Studio 

2005\Projects\HelloWorldTest\HelloWorldTestInstaller\Debug\setup.exe" DestinationFolder="$(OutDir)" />  

</Target>  

 

5. 貼り付けたコード内のパスをチェックし、それがビルド サーバーに対して正確であることを確認

します。 

ヒント: コマンド ランを使用して、exec コマンド タグ内のパスをテストします。コマンド ラ

ンでのテストでは、すべての &quot; を引用符に置き換えます。以下に例を示します。 

 

"C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\devenv" "C:\Documents and 



Settings\darren\My Documents\Visual Studio 

2005\Projects\HelloWorldTest\HelloWorldTestInstaller\HelloWorldTestInstaller.vdproj" /Build "Debug"  

 

ヒント: SourceFiles パスをテストするときにも、コマンド ランを使用します。 

 

5. ビルドの変更をテストします。 

1. チーム エクスプローラで、ビルドの種類を右クリックしてから、[チーム プロジェクトのビルド] 

をクリックします。 

2. ビルドの概要を見直して、ビルドが成功または失敗のどちらであったかを判別します。 

3. ビルドに失敗した場合、ビルド ログへのリンクをクリックします。失敗には一般的に、次のよう

な原因があります。 

a. exec コマンドのパスが誤っています。 

b. 出力フゔルをビルド デゖレクトリにコピーする許可が設定されていません。tfsservice 

ユーザー ゕカウントが、バナリ フォルダからのコピーと、ビルド フォルダへのコピー

の許可を受けていることを確認してください。バナリ フォルダは、ソリューションのビ

ルド後に msi フゔルが置かれる場所です。ビルド フォルダは、<BuildDirectoryPath> 

タグ内の tfs.proj に指定します。 

c. ンストーラがビルドを行うための許可が設定されていません。tfsserver ユーザー ゕカ

ウントが、ンストーラ プロジェクト用と、ンストーラに関連付けられたゕプリケーシ

ョン用の .vdproj フゔルとソース フゔルを読み取る許可を受けていることを確認し

ます。また、tfsserver ユーザー ゕカウントが、たとえば Debug や Release などの、

バナリ フゔルを出力デゖレクトリに書き込む許可を受けていることを確認します。 

d. ビルド構成が誤っています。プロジェクト用として、exec コマンドで指定したビルド構

成が存在することを確認します。たとえば、"Debug|Any CPU" を持っていても "Debug" 

は持っていないプロジェクトもありえます。これをチェックするには、ソリューション エ

クスプローラでソリューションのプロパテゖを調べます。 

4. ビルド ログに十分な情報が示されていない場合、exec コマンドの出力フゔルを作成してからロ

グを見直して、詳細情報を確認します。以下に例を示します。 

 

<Exec Command="&quot;C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 

8\Common7\IDE\devenv&quot; &quot;C:\Documents and Settings\darren\My Documents\Visual 



Studio 

2005\Projects\HelloWorldTest\HelloWorldTestInstaller\HelloWorldTestInstaller.vdproj&quot; /Build 

&quot;Debug&quot; > c:\temp\output.txt"/>  

 

参考資料  

 詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms404859(VS.80).aspx の

「チュートリゕル: Visual Studio セットゕップ プロジェクトをビルドするために Team 

Foundation ビルドを構成する」を参照してください。 

 

チーム ビルドの作成方法  

チーム エクスプローラ内のチーム ビルド フォルダから、新しいチーム ビルドを作成することができ

ます。 

 

チーム ビルドを作成するには  

1. [チーム エクスプローラ] を開きます。 

2. ビルドを作成する対象のチーム プロジェクトを展開します。 

3. ツリー内のチーム ビルド フォルダを右クリックします。 

4. [新しいチーム ビルドの種類...] を選択します。 

5. 新しいチーム ビルドの種類の名前を指定し、[次へ] をクリックします。 

6. ビルドしようとしているプロジェクトを選択します。これには、単体テストを備えたプロジェクト

が組み込まれていなければなりません。 

7. ビルド構成 (たとえば、Release または Debug) を選択し、[次へ] をクリックします。 

8. たとえば TFSRTM などの、ビルド サーバーの名前を指定します。 

9. たとえば c:\builds などの、ローカル ビルド デゖレクトリをビルド サーバー上に指定します。 

10. たとえば \\TFSRTM\NightlyBuilds などの、ビルド出力のドロップ場所を指定してから、[次

へ] をクリックします。 

11. [テストの実行] チェック ボックスをクリックし、ビルドに関連付けたいテスト リストを選択して

から、[次へ] をクリックします。 

12. [完了] をクリックし、チーム ビルドの種類を作成します。 



 

複数のビルドの種類の作成方法  

たとえば Release for Customers や Debug for Test Team などの、複数のビルドの種類を作成す

るには、該当するビルドの種類ごとに別々のチーム ビルドを使用します。 

 

チーム ビルドを作成するには  

1. [チーム エクスプローラ] を開きます。 

2. ビルドを作成する対象のチーム プロジェクトを展開します。 

3. ツリー内のチーム ビルド フォルダを右クリックします。 

4. [新しいチーム ビルドの種類...] を選択します。 

5. 新しいチーム ビルドの種類の名前を指定し、[次へ] をクリックします。 

6. ビルドしようとしているプロジェクトを選択します。これには、単体テストを備えたプロジェクト

が組み込まれていなければなりません。 

7. ビルド構成 (たとえば、Release または Debug) を選択し、[次へ] をクリックします。 

8. たとえば TFSRTM などの、ビルド サーバーの名前を指定します。 

9. たとえば c:\builds などの、ローカル ビルド デゖレクトリをビルド サーバー上に指定します。 

10. たとえば \\TFSRTM\NightlyBuilds などの、ビルド出力のドロップ場所を指定してから、[次

へ] をクリックします。 

11. [テストの実行] チェック ボックスをクリックし、ビルドに関連付けたいテスト リストを選択して

から、[次へ] をクリックします。 

12. [完了] をクリックし、チーム ビルドの種類を作成します。 

 

別のプロジェクトのゕセンブリを参照するプロジェクト用のチーム ビルドの作成方法  

別のチーム プロジェクトに対する依存関係を持ったプロジェクトをビルドするには、そのプロジェク

トからビルド サーバー上のワークスペースにソースまたはゕセンブリを取り込む必要があります。そ

のためには、TFSBuild.proj フゔルを編集してゕセンブリまたはソリューションの参照を追加し、

BeforeGet ベントをオーバーラドして、必要な各チーム プロジェクトからゕセンブリまたはソリ

ューションを取り込む必要があります。 



 

別のチーム プロジェクトのゕセンブリを参照するプロジェクトを作成するには  

1. TFSBuild.proj スクリプトをソース管理エクスプローラからチェックゕウトします。 

2. 以下の構成設定を PropertyGroup セクションの下に追加します。 

 

<!-- PropertyGroup の下に追加します --> 

<TfCommand>$(TeamBuildRefPath)\..\tf.exe</TfCommand> 

<SkipInitializeWorkspace>true</SkipInitializeWorkspace>  

 

SkipInitializeWorkSpace を使用すれば、ビルド マシン上でワークスペースを削除および再作成

する既定のタスクを起動しなくて済みます。新しいプロパテゖが、カスタム ターゲット 

BeforeGet で使用されています (以下を参照)。 

3. チーム プロジェクトとソリューションの両方をマップする ItemGroup 項目に、以下の構成設定

を追加します。ビルド マシンの正しいローカル パスを指定したことを確認します。複数のマッピ

ングによって、同じローカル フォルダを共有することはできません。そのようにした場合、

CreateWorkspace タスクで MappingConflictException 例外になってしまいます。 

 

<ItemGroup>  

<!-- 参照する各ソリューションごとに項目を 1 つずつ追加します -->  

<SolutionToBuild Include="$(SolutionRoot)\DependentApp\DependentApp.sln" />  

<SolutionToBuild Include="$(SolutionRoot)\YourApp\YourApp.sln" />  

</ItemGroup>  

 

<ItemGroup>  

<!-- 参照する各チーム プロジェクトごとに項目を 1 つずつ追加します -->  

<Map Include="$/YourApp/YourApp">  

<LocalPath>$(SolutionRoot)\YourApp</LocalPath>  

</Map>  

<Map Include="$/DependentApp/DependentApp">  

<LocalPath>$(SolutionRoot)\DependentApp</LocalPath>  

</Map>  

</ItemGroup>  



4. 次のように、BeforeGet ベントをオーバーラドして、各チーム プロジェクトのワークスペー

スを取り出します。 

 

<Target Name="BeforeGet">  

<DeleteWorkspaceTask  

TeamFoundationServerUrl="$(TeamFoundationServerUrl)"  

Name="$(WorkspaceName)" />  

<Exec  

WorkingDirectory="$(SolutionRoot)"  

Command="&quot;$(TfCommand)&quot; workspace /new $(WorkSpaceName)  

/server:$(TeamFoundationServerUrl)"/>  

<Exec  

WorkingDirectory="$(SolutionRoot)"  

Command="&quot;$(TfCommand)&quot; workfold /unmap /workspace:$(WorkSpaceName) 

&quot;$(SolutionRoot)&quot;"/>  

<Exec  

WorkingDirectory="$(SolutionRoot)"  

Command="&quot;$(TfCommand)&quot; workfold /map /workspace:$(WorkSpaceName) 

/server:$(TeamFoundationServerUrl) &quot;%(Map.Identity)&quot; &quot;%(Map.LocalPath)&quot;"/>  

</Target>  

5. ビルド スクリプトをチェックンし、ビルドを実行します。 

 

参考資料  

 詳細については、http://blogs.msdn.com/manishagarwal/archive/2005/12/22/506635.aspx 

の「Working with multiple team projects in Team Build」を参照してください。 

 

電子メールのビルド ベントのサブスクラブ方法  

電子メールのビルド ベントをサブスクラブするための新しいプロジェクト通知を作成することが

できます。 

電子メールのビルド通知をセットゕップするには  

1. チーム エクスプローラで、該当するチーム プロジェクトを右クリックします。 



2. [プロジェクト警告] を選択します。 

3. 受け取りを希望する各通知オプションを選択し、通知用の電子メール ゕドレスを入力します。 

 

参考資料  

 プロジェクト警告の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181334(VS.80).aspx の「警告の設定」を参照

してください。 

 

ビルドの失敗時に通知を受け取る方法  

ビルドの失敗時にのみ電子メールを受信するための、フゖルタを使用した新しいプロジェクト通知を作

成することができます。 

ビルドの失敗時に通知を受けるためのプロジェクト警告を作成するには  

1. ビルドを作成してテストします。使用できるチーム ビルドの種類があって、エラーなしで稼働し

ていることを確認します。 

2. BuildCompletionEvent ベントの登録を行います。BisSubscribe.exe ツールを使用して、

ビルドの失敗時にのみ電子メール通知の受け取りを指定するフゖルタを使って、

BuildCompletionEvent ベントへの登録を行います。それには、以下のようなコマンド ラ

ン構文を使用します。 

 

bissubscribe /eventType BuildCompletionEvent /address myemail@domain.com /deliveryType EmailPlaintext 

/server tfsserver1 /filter "TeamProject = 'MyTeamProject' AND CompletionStatus=‘Failed’“  

 

3. ビルドをテストします。ビルドをテストするには、コンパルに失敗したコードをチェックンし、

ビルドを実行し、そして電子メール通知の受信を確認します。 

 

参考資料  

 ビルドのフゖルタリング完了ベントの詳細については、

http://blogs.msdn.com/jpricket/archive/2006/09/05/how-to-filter-the-build-completion-e



vent.aspx の「How to Filter the Build Completion Event」を参照してください。 

 BuildCompletionEvent フゖルタの詳細については、

http://blogs.msdn.com/jpricket/archive/2006/09/05/useful-buildcompletionevent-filters.

aspx の「Useful BuildCompletionEvent Filters」を参照してください。 

 

ビルドの開始方法  

チーム エクスプローラ内のチーム ビルド フォルダから、ビルドの種類を開始することができます。 

ビルドを手動で開始するには  

1. [チーム エクスプローラ] を開きます。 

2. ビルドを開始する対象のチーム プロジェクトを展開します。 

3. ツリー内のチーム ビルド フォルダを展開します。 

4. 開始したいチーム ビルドの種類を右クリックします。 

5. [チーム プロジェクトのビルド] を選択します。 

 

ビルドの正常終了の確認方法  

チーム エクスプローラからゕクセス可能な [ビルド] ウゖンドウで、ビルドの状況をチェックするこ

とができます。 

ビルドが正常完了したことを検証するには  

1. [チーム エクスプローラ] を開きます。 

2. 結果を表示したいチーム プロジェクトを展開します。 

3. ツリー内のチーム ビルド フォルダを展開します。 

4. 結果を表示したいチーム ビルドの種類をダブルクリックします。 

 

ビルド出力の表示方法  

チーム エクスプローラからゕクセス可能な [ビルド] ウゖンドウで、ビルド出力を表示することがで

きます。 

ビルド出力を表示するには  



1. [チーム エクスプローラ] を開きます。 

2. ビルド出力を表示したいチーム プロジェクトを展開します。 

3. ツリー内のチーム ビルド フォルダを展開します。 

4. ビルド出力を表示したいチーム ビルドの種類をダブルクリックします。 

5. 出力を表示したいビルド番号のチーム ビルドの結果項目をダブルクリックします。 

6. ビルド出力フォルダを表示したい場合、[ビルド名] リンクをクリックします。 

7. ビルド ログを表示したい場合、[ログ] リンクをクリックします。 

 

ビルド サーバーの場所の変更方法  

既存のチーム ビルド用のビルド サーバーの場所を変更するには、TFSBuild.proj 内の 

<BuildMachine> タグを変更します。 

既存のチーム ビルドの種類のビルド サーバーの場所を変更するには  

1. [ソース管理エクスプローラ] を開きます。 

2. [ソース管理エクスプローラ] で、チーム プロジェクト フォルダを展開します。 

3. [TeamBuildTypes] フォルダを展開します。 

4. コード分析をオンにするチーム ビルド フォルダを選択します。 

5. TFSBuild.proj フゔルをソース管理からチェックゕウトします。必要により、先にフォルダに対

して [最新バージョンの取得] 操作を実行してください。 

6. [ソース管理エクスプローラ] で、TFSBuild.proj をダブルクリックして開きます。 

7. 新しいサーバーを指すように <BuildMachine> タグを変更します。 

8. TFSBuild.proj を上書き保存し、元のソース管理にチェックンします。 

 

参考資料  

 Team Foundation ビルドのカスタマズの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms400688(VS.80).aspx の「Team Foundation 

ビルドのカスタマズ」を参照してください。 

 



ビルド出力場所の変更方法  

既存のチーム ビルド用のビルド出力場所を変更するには、TFSBuild.proj 内の <DropLocation> タ

グを変更します。 

既存のチーム ビルドの種類のビルド サーバーの場所を変更するには  

1. [ソース管理エクスプローラ] を開きます。 

2. [ソース管理エクスプローラ] で、チーム プロジェクト フォルダを展開します。 

3. [TeamBuildTypes] フォルダを展開します。 

4. コード分析をオンにするチーム ビルド フォルダを選択します。 

5. TFSBuild.proj フゔルをソース管理からチェックゕウトします。先にフォルダに対して [最新の

バージョンを取得] 操作を実行する必要があるかもしれません。 

6. [ソース管理エクスプローラ] で、TFSBuild.proj をダブルクリックして開きます。 

7. 新しい場所を指すように <DropLocation> タグを変更します。 

8. TFSBuild.proj を上書き保存し、元のソース管理にチェックンします。 

 

参考資料  

 Team Foundation ビルドのカスタマズの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms400688(VS.80).aspx の「Team Foundation 

ビルドのカスタマズ」を参照してください。 

 

どの変更セットがビルドの一部であるかの判別方法  

チーム エクスプローラからゕクセス可能な [ビルド] ウゖンドウで、各ビルドに関連付けられている

変更セットを表示することができます。 

ビルドに関連付けられている変更セットを表示するには  

1. [チーム エクスプローラ] を開きます。 

2. 変更セットを表示したいチーム プロジェクトを展開します。 

3. ツリー内のチーム ビルド フォルダを展開します。 

4. 変更セットを表示したいチーム ビルドの種類をダブルクリックします。 

5. 変更セットを表示したいビルド番号のチーム ビルドの結果項目をダブルクリックします。 



6. [関連付けられた変更セット] 項目を展開します。 

7. 特定の変更セットのさらに詳しい情報を見たい場合、[ID] リンクをクリックします。 

 

レポートされたビルドの品質の変更方法  

チーム エクスプローラからゕクセス可能な [ビルド] ウゖンドウで、ビルド品質を変更することがで

きます。 

ビルド品質を変更するには  

1. [チーム エクスプローラ] を開きます。 

2. ビルド品質を変更する対象のチーム プロジェクトを展開します。 

3. ツリー内のチーム ビルド フォルダを展開します。 

4. ビルド品質を変更したいチーム ビルドの種類をダブルクリックします。 

5. [ビルドの品質評価] ドロップダウン リストで、ビルド品質を設定したいビルドを選択してから、

ビルド品質の値を設定します。 

 

プロジェクト  

 シングル ソリューション戦略の使用方法  

 パーテゖション ソリューション戦略の使用方法  

 複数ソリューション戦略の使用方法  

 

シングルソリューション戦略の使用方法  

小型のシステムで作業する場合、単一の Visual Studio ソリューションを使用して、すべてのプロジェ

クトを収容することを検討してみてください。この戦略をとれば、ソリューションを開いたときにすべ

てのコードが揃っているので、開発が容易になります。この戦略ではまた、ソリューション内のプロジ

ェクトどうしの間ですべての参照が行われるので、参照を簡単にセットゕップすることもできます。た

だし、ソリューション外にあるサード パーテゖのゕセンブリ (別売りコンポーネントなど) を参照す

るために、やはりフゔル参照を使用する必要はあります。  



参考資料  

 詳細については、このガドの「第 3 章 – ソース管理におけるプロジェクトとソリューションの

構造化」を参照してください。 

 

パーテゖション ソリューション戦略の使用方法  

大規模なシステムで作業する場合、それぞれがゕプリケーションのサブシステムを表す複数の Visual 

Studio ソリューションの使用を検討してみてください。このようなソリューションを開発者が使用す

れば、システムを細分化して作業することができ、すべてのプロジェクトに対してすべてのコードをロ

ードしなくて済みます。依存しあう関係にあるすべてのプロジェクトが 1 つのグループにまとまるよ

うに、ソリューション構造を設計します。そうすれば、フゔル参照ではなく、プロジェクト参照を使

用できるようになります。このやり方でゕプリケーション全体をビルドしたい場合は、すべてのプロジ

ェクトを収容するマスタ ソリューション フゔルの作成を検討してみてください。 

複数のソリューションを使用して作業する場合、すべてのプロジェクトでフラットなフゔル構造を使

用します。典型的な例としては、Microsoft Windows フォーム プロジェクト、ASP.NET プロジェク

ト、Windows サービス、およびこれらのプロジェクトの一部または全部で共用される一連のクラス ラ

ブラリ プロジェクトを擁するゕプリケーションがあります。 

どのプロジェクトでも、以下のフラット構造を使用することができます。 

 /Source  

 /WinFormsProject  

 /WebProject  

 /WindowsServiceProject  

 /ClassLibrary1  

 /ClassLibrary2  

 /ClassLibrary3  

 Web.sln  

 Service.sln  

 All.sln  

 

構造をフラットに保つことによって、高い柔軟性と、プロジェクトのさまざまなビューを示すためのソ



リューションを使用する機能を獲得することができます。ソリューション フゔルを軸とした物理的

なフォルダ構造の設計は変更が困難です。別のソリューションからクラス ラブラリを再利用する必

要のある場合は特にそうです。 

 

注意: チーム ビルドを使用してビルドする (この場合、MSBuild に依存します) 場合、参照するプロ

ジェクトをすべては組み込んでいないソリューション構造を作成することは可能です。ソリューション

全体がまずビルドされてしまえば (各ソリューションからバナリ出力を生成して)、MSBuild は、ソ

リューションの境界外でプロジェクト参照を追随して、正常にビルドを行うことができます。このやり

方で作成されたソリューションを Visual Studio の build コマンドからビルドすることはできません。

このゕプローチは、チーム ビルドおよび MSBuild でのみ効果があります。 

参考資料  

 詳細については、このガドの「第 3 章 – ソース管理におけるプロジェクトとソリューションの

構造化」を参照してください。 

 

複数ソリューション戦略の使用方法  

多数のプロジェクトを必要とする非常に大きいソリューションで作業する場合、ソリューションのスケ

ーラビリテゖ制限を受けることがあります。そのようなシナリオでは、ゕプリケーションを複数のソリ

ューションに分割する必要が生じます。ただし、ゕプリケーション全体用のマスタ ソリューションは

作成しません。なぜなら、各ソリューション内のどの参照も、プロジェクト参照であるからです。各ソ

リューション外部のプロジェクト (たとえば、サード パーテゖのラブラリや、別のサブソリューシ

ョン内のプロジェクト) に対する参照は、フゔル参照です。すなわち、「マスタ」ソリューションは

存在しえないということです。そのため、ソリューションをビルドする順序を理解しているスクリプト

を使用する必要があります。複数ソリューション構造に関連した保守タスクの一環として、ソリューシ

ョンからソリューションへの循環参照が開発者によって不用意に作成されないようにします。この構造

では、複合ビルド スクリプトと、依存関係の明示的なマッピングが必要になります。またこの構造で

は、Visual Studio だけでゕプリケーション全体をビルドすることはできません。つまり、TFS チーム 

ビルドを使用します。 



参考資料  

 詳細については、このガドの「第 3 章 – ソース管理におけるプロジェクトとソリューションの

構造化」を参照してください。 

 

レポート  

 ビルド品質の表示方法  

 ビルドのすべてのチェックンの表示方法  

 ビルドの終了済み作業項目またはバグの表示方法  

 ビルドの未完了の作業項目またはバグの表示方法  

 ビルドからビルドへの進行速度のトラッキング方法  

 テスト ケースでのビルドの合格/不合格結果のトラッキング方法  

 ビルド状況の検討方法 (BVT 結果)  

 

ビルド品質の表示方法  

チーム エクスプローラからゕクセス可能な [ビルド] ウゖンドウで、ビルド品質を表示することがで

きます。 

 

ビルド品質を表示するには  

1. [チーム エクスプローラ] を開きます。 

2. ビルド品質を表示したいチーム プロジェクトを展開します。 

3. ツリー内のチーム ビルド フォルダを展開します。 

4. ビルド品質を表示するためのチーム ビルドの種類をダブルクリックします。 

 

Microsoft Solutions Framework (MSF) for CMMI® Process Improvement (MSF CMMI) プロセス 

テンプレートを使用する場合、ビルド レポートを表示して、ビルド品質のほかに、テスト結果、コー

ド カバレッジ、およびコード チャーンに関する追加情報も表示することができます。 

 

MSF CMMI でビルド品質を表示するには  



1. [チーム エクスプローラ] で、チーム プロジェクト ノードを拡張します。 

2. [レポート] を右クリックしてから、[レポート サトの表示] をクリックします。 

3. このレポート サトで、[ビルド] レポートを選択します。 

 

ビルドのすべてのチェックンの表示方法  

チーム エクスプローラからゕクセス可能な [ビルド] ウゖンドウで、各ビルドに関連付けられている

チェックンを表示することができます。 

 

ビルドに関連付けられているチェックンを表示するには  

1. [チーム エクスプローラ] を開きます。 

2. ビルドのチェックンを表示する対象のチーム プロジェクトを展開します。 

3. ツリー内のチーム ビルド フォルダを展開します。 

4. ビルドのチェックンを表示したいチーム ビルドの種類をダブルクリックします。 

5. ビルドのチェックンを表示したいチーム ビルド結果項目をダブルクリックします。 

6. [関連付けられた変更セット] 項目を展開し、ビルドに関連したすべてのチェックンを表示します。 

7. 特定の変更セット (チェックンを表します) のさらに詳しい情報を見たい場合、[ID] リンクを

クリックします。 

 

ビルドの終了済み作業項目またはバグの表示方法  

チーム エクスプローラからゕクセス可能な [ビルド] ウゖンドウで、各ビルドの終了した作業項目と

バグを表示することができます。 

 

ビルドに関連付けられている作業項目を表示するには  

1. [チーム エクスプローラ] を開きます。 

2. 作業項目を表示したいチーム プロジェクトを展開します。 

3. ツリー内のチーム ビルド フォルダを展開します。 

4. 作業項目を表示したいチーム ビルドの種類をダブルクリックします。 

5. 作業項目を表示したいビルド番号のチーム ビルドの結果項目をダブルクリックします。 



6. [関連付けられた作業項目] を展開します。 

 

ビルドの未完了の作業項目またはバグの表示方法  

MSF CMMI プロセス テンプレートを使用している場合、[懸案事項およびブロックされた作業項目] 

レポートを開いて、ある一定期間中の実施中の作業項目、解決された作業項目、終了された作業項目を

表示することができます。ただし、このレポートは、ビルド別ではなく日付別に情報を提示するので、

ビルドが作成された日付に従って、結果をビルドに置き換える必要があります。 

 

ビルドの実施中の作業項目またはバグを表示するには  

1. [チーム エクスプローラ] で、チーム プロジェクト ノードを拡張します。 

2. [レポート] を右クリックしてから、[レポート サトの表示] をクリックします。 

3. レポート サトで、[懸案事項およびブロックされた作業項目] レポートを選択します。 

 

ビルドからビルドへの進行速度のトラッキング方法  

[プロジェクト速度] レポートを使用して、ビルドからビルドへと作業項目が完了されていく進行状況

と速度を追跡することができます。このレポートは、MSF CMMI および MSF for Agile Software 

Development (MSF Agile) の両方で利用できます。 

 

ビルドからビルドへの進行速度をトラッキングするには  

1. [チーム エクスプローラ] で、チーム プロジェクト ノードを拡張します。 

2. [レポート] を右クリックしてから、[レポート サトの表示] をクリックします。 

3. レポート サトで、[プロジェクト速度] レポートを選択します。 

 

テスト ケースでのビルドの合格/不合格結果のトラッキング方法  

[品質指標] レポートを使用して、ある一定の期間中に合格または不合格になったテスト ケースの数を

追跡することができます。このレポートは、ビルド別ではなく日付別に情報を提示します。したがって、

ビルドが作成された日付に従って、結果をビルドに変換する必要があります。このレポートは、MSF 



CMMI および MSF Agile の両方で利用できます。 

 

テスト ケースでのビルドの合格/不合格をトラッキングするには  

1. [チーム エクスプローラ] で、チーム プロジェクト ノードを拡張します。 

2. [レポート] を右クリックしてから、[レポート サトの表示] をクリックします。 

3. このレポート サトで、[品質指標] レポートを選択します。 

 

ビルド状況の検討方法 (BVT 結果)  

MSF CMMI プロセス テンプレートを使用する場合、ビルド レポートを表示して、BVT 結果を見るこ

とができます。 

 

ビルド状況を検討するには  

1. [チーム エクスプローラ] で、チーム プロジェクト ノードを拡張します。 

2. [レポート] を右クリックしてから、[レポート サトの表示] をクリックします。 

3. このレポート サトで、[ビルド] レポートを選択します。 

 

スケジュールされたビルド  

 ナトリー ビルドを自動的に実行する方法  

 プロジェクトでのビルドの頻度と種類の決定方法  

 

ナトリー ビルドを自動的に実行する方法  

TFS のチーム ビルド機能では、ユーザー ンターフェスからのスケジュールされたビルドはサポ

ートされません。その代りに、Microsoft Windows タスク スケジューラを使用して、TFSBuild コマ

ンド ユーテゖリテゖを実行し、事前に取り決めた時刻にビルドを開始することができます。 

 

スケジュールされたビルドを作成するには  

1. 以下のようにして、TFSBuild コマンド ランを作成します。 



TfsBuild start <<TeamFoundationServer>> <<TeamProject>> <<BuildTypeName>>  

2. コマンド ランをバッチ フゔルに入れます。 

3. バッチ フゔルを任意のサクル間隔で実行する Windows のスケジュールされたタスクを作成

します。 

 

さらに詳細な情報と拡張ステップについては、このガドの「Visual Studio Team Foundation Server 

でスケジュール ビルドをセットゕップする方法」を参照してください。 

 

参考資料  

 詳細については、このガドの「第 9 章 – チーム ビルドにおけるスケジュール ビルドのセット

ゕップ」を参照してください。 

 

プロジェクトでのビルドの頻度と種類の決定方法  

ビルドの頻度は、スケジュールされたビルドの作成時に下す最も重要な決定事項の 1 つです。 

 

1 時間以内で大幅な変更の原因となるのに十分な数のチェックンを持つプロジェクトで作業する場

合に、継続的な統合 (CI) を使用しないのであれば、頻度として時間単位ビルドを選択することができ

ます。時間単位ビルドの場合、フゖードバックがすぐに開発者に戻されます。また、これをテスト担当

者やその他のチーム メンバが使用できるようにして、それぞれのフゖードバックを求めることもでき

ます。 

 

1 日以内で大幅な変更の原因となるのに十分な数のチェックンを持つプロジェクトで作業する場合、

頻度としてデリービルドを選択することができます。なぜならこれによって、テストおよび開発のチ

ームに毎朝新しいビルドが提供され、そこには前日の変更内容が組み入れられていて、テスト準備が整

っているからです。  

 

ビルド期間が数日にわたる大型の複雑なプロジェクトで作業する場合、ウゖークリービルドを選ぶ必要

があります。それによって、テスト チームは各週の初めに、前の週の変更内容が組み入れられたビル



ドが提供され、テストの準備が整えられています。 

参考資料  

 スケジュール ビルドのセットゕップの詳細については、このガドの「Visual Studio Team 

Foundation Server でスケジュール ビルドをセットゕップする方法」を参照してください。 

 詳細については、このガドの「第 9 章 – チーム ビルドにおけるスケジュール ビルドのセット

ゕップ」を参照してください。 

 

テストを軸とした開発  

 「hello world」受け入れテストの作成方法  

 ビルドの一環としての自動テストの実行方法  

 ビルドの一環としてのコード分析の実行方法  

 テストの失敗時にビルドを失敗させる方法  

 

「hello world」受け入れテストの作成方法  

「hello world」受け入れテストは、最もシンプルなテストです。これを使用して、単体テストを作成

し、ビルド プロセスにフックできることを確認できます。 

 

ビルドに関連付けるテスト リストを作成するには、Visual Studio Test Edition または Visual Studio 

Team Suite をンストールしている必要があります。ビルド サーバー上で自動テストを実行するに

は、Visual Studio Test Edition、Visual Studio Developer Edition、または Visual Studio Team Suite 

をビルド サーバーにンストールしている必要があります。 

 

hello world テストを作成するには  

1. [テスト] メニューで、[新しいテスト...] をクリックします。 

2. [単体テスト] をクリックしてから、[OK] をクリックします。 

3. テスト プロジェクトの名前を入力し、[作成] をクリックします。 

4. 新しいプロジェクトをコンパルします。 



5. プロジェクトをソース管理にチェックンします。 

6. Visual Studio で単体テスト ソリューションを開いたまま、[テスト] メニューで [新しいテスト 

リストの作成...] をクリックします。 

7. テスト リストの名前を [新しいテスト リストの作成] ダゕログに指定してから、[OK] をクリ

ックします。 

8. [テスト マネージャ] で、[読み込まれたすべてのテスト] ノードをクリックします。 

9. 利用できるテストの中からテストをドラッグし、ツリー内のテスト リスト ノードにドロップしま

す。 

10. 変更済みの単体テスト プロジェクト VSMDI フゔルをソース管理にチェックンします。 

 

作成したテスト リストは、新しいチーム ビルドの作成時に利用することができ、ビルド プロセスの

一環として自動的に実行されます。 

 

参考資料  

 ビルド検証テストの自動実行の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms182465(VS.80).aspx の「方法 : ビルド検証テ

スト (BVT) を構成および実行する」を参照してください。 

 Visual Studio Test Edition または VSMDI フゔルなしで自動ビルド テストを実行する方法の

詳細については、

http://blogs.msdn.com/buckh/archive/2006/11/04/how-to-run-tests-without-test-metad

ata-files-and-test-lists-vsmdi-files.aspx の「How to run tests in a build without test 

metadata files and test lists (.vsmdi files)」を参照してください。 

 

ビルドの一環としての自動テストの実行方法  

自動テストを実行して、各ビルド後にビルドの品質に関するフゖードバックを自動的に取得することが

できます。自動テストを実行するには、Visual Studio Developer Edition のほかに Visual Studio Test 

Edition をビルド サーバーにンストールしているか、または Team Suite 全体をンストールして

いる必要があります。Developer Edition は、ビルドの実行に必要であるのに対して、Test Edition は、

http://blogs.msdn.com/buckh/archive/2006/11/04/how-to-run-tests-without-test-metadata-files-and-test-lists-vsmdi-files.aspx
http://blogs.msdn.com/buckh/archive/2006/11/04/how-to-run-tests-without-test-metadata-files-and-test-lists-vsmdi-files.aspx


実行可能なテストおよびテスト一覧をセットゕップするのに必要です。  

 

ビルドの一環として自動テストを実行するには  

1. ビルドに対して実行したい 1 つ以上の自動テストを作成します。 

2. [テスト] メニューで [新しいテスト リストの作成] をクリックします。 

 

3. [テスト マネージャ] を使用して、テストをグループとして新しいテスト一覧にまとめます。それ

には、テスト マネージャ内のテスト ビューからテストをドラッグしてテスト一覧にドロップしま

す。 

4. 新しいチーム ビルドの種類を作成します。 

5. 自動テストを実行するチェック ボックスを選択します。 

6. テストおよびテスト一覧を作成したテスト プロジェクトを選択します。 

7. 実行したいテスト一覧を選択します。 

 

参考資料  

 ビルド検証テストの自動実行の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms182465(VS.80).aspx の「方法 : ビルド検証テ

スト (BVT) を構成および実行する」を参照してください。 

 Visual Studio Test Edition または VSMDI フゔルなしで自動ビルド テストを実行する方法の

詳細については、

http://blogs.msdn.com/buckh/archive/2006/11/04/how-to-run-tests-without-test-metad

ata-files-and-test-lists-vsmdi-files.aspx の「How to run tests in a build without test 

metadata files and test lists (.vsmdi files)」を参照してください。 

 

ビルドの一環としてのコード分析の実行方法  

ビルドの種類のコード分析をオンにするには、新しいチーム ビルドの種類の作成時に、新しいチーム 

ビルドの種類の作成ウゖザードの [コード分析] チェック ボックスを選択するか、またはビルドの種

類の作成後に TFSBuild.proj フゔルを修正します。 

http://blogs.msdn.com/buckh/archive/2006/11/04/how-to-run-tests-without-test-metadata-files-and-test-lists-vsmdi-files.aspx
http://blogs.msdn.com/buckh/archive/2006/11/04/how-to-run-tests-without-test-metadata-files-and-test-lists-vsmdi-files.aspx


 

TFSBuild.proj フゔルでコード分析を有効にするには  

 プロジェクトの設定に関係なくすべてのプロジェクトでコード分析を実行したい場合、

<RunCodeAnalysis> タグを Always に変更します。 

 プロジェクト設定に基づいて、プロジェクトごとにコード分析を実行したい場合、

<RunCodeAnalysis> タグを Default に変更します。 

 

参考資料  

 ビルドの一環としての自動コード分析についての詳細については、このガドの「Visual Studio 

Team Foundation Server でチーム ビルドを使用してコード分析を自動実行する方法」を参照し

てください。 

 コード分析ツールの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms182023(VS.80).aspx の「コード分析ツールを

使用するためのガドラン」を参照してください。 

 

テストの失敗時にビルドを失敗させる方法  

コンパル エラーが原因でビルドが失敗した場合、障害を追跡する作業項目が作成されて、ビルドに

は失敗済みのマークが付けられます。ただし、自動テストが失敗しても、ビルドは失敗しません。テス

トの失敗は警告に変換されて、ビルドは続行されます。 

 

関連した自動テストが失敗した場合には、ビルドも失敗させることができます。また、障害を追跡する

作業項目が自動的に生成されるようにすることもできます。 

 

テストの失敗と同時にビルドも失敗させるには  

1. Program Files\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\v8.0\TeamBuild から 

Microsoft.TeamFoundation.Build.targets フゔルを開きます。 

2. テストの失敗と同時に失敗させたいチーム ビルドの種類用として、TFSBuild.proj フゔルを編

集目的でチェックゕウトして開きます。 



3. TFSBuild.proj フゔルの末尾の閉じる </Project> タグの直前に、

RunTestWithConfiguration ターゲットを Microsoft.TeamFoundation.Build.targets から

コピーします。 

4. ContinueOnError 属性を true から false に変更します。 

注意: テスト ツール タスクは 2 通りあります。ビルド サーバー上でビルドの動作変更のみの場

合は、エンドツーエンド タスクを変更します。開発者のデスクトップ上でのビルド時には、デス

クトップ ビルドを使用します。 

 

別の方法として、テストの失敗と同時にすべてのチーム ビルドの種類を失敗させたい場合、

Microsoft.TeamFoundation.Build.targets を直接変更してもかまいません。そうすると、すべてのチ

ーム ビルドの種類の動作が変更されます。 

 

上記の推奨ソリューションは、簡単に実装できますが、今後のバージョンの Visual Studio でも引き続

き動作するとは限りません。ゕップグレード後も確実に引き続き動作するリューションを実装したい場

合、

http://blogs.msdn.com/aaronhallberg/archive/2006/09/21/determining-whether-tests-passe

d-in-team-build.aspx の Aaron Hallberg 氏のブログ エントリ「Determining Whether Tests 

Passed in Team Build」を参照してください。 

 

参考資料  

 テストの失敗と同時に作業項目を作成するためのビルドのセットゕップの詳細については、

http://blogs.msdn.com/nagarajp/archive/2005/10/14/481290.aspx の「Create Workitems 

for Test Failures in TeamBuild」を参照してください。 

 Visual Studio のゕップグレード後も確実に引き続き動作するソリューションの詳細については、

http://blogs.msdn.com/aaronhallberg/archive/2006/09/21/determining-whether-tests-p

assed-in-team-build.aspx の「Determining Whether Tests Passed in Team Build」を参照し

てください。 

 



チーム ビルドの資料  

 Team Foundation ビルドの概要は、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181710(vs.80).aspx の「Team Foundation ビ

ルドの概要」を参照してください。 

 

プラクテゖス: プロジェクト管理  

索引  

チェックン ポリシー  

 コード品質の実施のためのチェックン ポリシーのセットゕップ方法  

 開発者によって作業項目がチェックンに関連付けられるようにするためのチェックン ポリシ

ーのセットゕップ方法  

 コード基準の実施のためのチェックン ポリシーのセットゕップ方法  

 

プロジェクト管理  

 Microsoft Project を使用したプロジェクトの管理方法  

 Microsoft Excel を使用したプロジェクトの管理方法  

 最小限のプロセス テンプレートの作成方法  

 プロセス テンプレートのカスタマズ方法  

 プロセス テンプレートでの作業項目の種類のカスタマズ方法  

 既存のチーム プロジェクトでの作業項目の種類のカスタマズ方法  

 テレーションの作成方法  

 領域の作成方法  

 チェックン ベント通知の追加方法  

 レポート ダッシュボードのセットゕップ方法  

 ソース管理リポジトリでのフォルダの作成方法  

 Team Foundation Server からのプロジェクトの削除方法  



 

チェックン ポリシー  

 コード品質の実施のためのチェックン ポリシーのセットゕップ方法  

 開発者によって作業項目がチェックンに関連付けられるようにするためのチェックン ポリシ

ーのセットゕップ方法  

 コード基準の実施のためのチェックン ポリシーのセットゕップ方法  

 

コード品質の実施のためのチェックン ポリシーのセットゕップ方法  

コード品質基準を強制するには、コード分析とテスト ポリシーを組み合わせて使用します。たとえば、

Microsoft® Visual Studio® 2005 Team Foundation Server (TFS) ソース管理にソースをチェック

ンするために、事前にある特定のテストが必ず実行されて合格するようにするには、VSTS ですぐに

使用できるテスト ポリシーを使用します。また、コード分析ポリシーを構成して、ある特定の品質基

準をコードが必ず満たすようにすることもできます。それには、セキュリテゖ、パフォーマンス、移植

性、保守容易性、および信頼性の規則が必ず守られるようにします。 

 

コーデゖングの基準およびガドランについて定めたポリシーに加えて、この種のチェックン ポ

リシーを実施することによって、コードが必ず規定のコード品質レベルを満たすようにします。 

 

チーム プロジェクトでコード分析チェックン ポリシーを実施するには  

 

1. [チーム エクスプローラ] でチーム プロジェクトを右クリックし、[チーム プロジェクトの設定] 

をポントしてから、[ソース管理] をクリックします。 

2. [チェックン ポリシー] タブをクリックします。 

3. [追加] をクリックしてから、該当するポリシーを選択して構成します。 

 

参考資料  

 カスタム チェックン ポリシーの作成と使用方法の詳細については、このガドの「方法 : TFS 



のカスタム チェックン ポリシーを作成するステップ」を参照してください。 

 チェックン ポリシーをカスタマズする方法の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181281(VS.80).aspx の「チュートリゕル: チ

ェックン ポリシーとチェックン メモのカスタマズ」を参照してください。 

 チェックンでの選択済みパターンを禁止するサンプル コードの詳細については、

http://blogs.msdn.com/jmanning/archive/2006/02/02/523125.aspx の「Checkin Policy to 

Disallow Certain Patterns」を参照してください。 

 チェックンでコメントを実施するサンプル コードは、

http://blogs.msdn.com/jmanning/archive/2006/01/21/515858.aspx  の「Sample Checkin 

Policy: Make Sure the Comment Isn't Empty」を参照してください。 

 新しいチェックン ポリシーを登録する方法の詳細については、

http://blogs.msdn.com/jmanning/archive/2006/02/07/526778.aspx の「I've Made a New 

Check-In Policy! How Do I Add It?」を参照してください。 

 

開発者によって作業項目が必ずチェックンに関連付けられるようにするためのチェックン 

ポリシーのセットゕップ方法  

すぐに使用できる [作業項目] チェックン ポリシーを構成して、開発者によって作業項目がチェッ

クンに必ず関連付けられるようにします。この関連付けによって、ソース コードに加えられた変更

と、バグおよびタスクをトラッキングする作業項目との間で追跡を続けることができます。 

 

開発者によって必ずチェックンが作業項目に関連付けられるように作業項目チェックン ポリシー

を構成するには  

 

1. [チーム エクスプローラ] でチーム プロジェクトを右クリックし、[チーム プロジェクトの設定] 

を選択してから、[ソース管理] をクリックします。 

2. [チェックン ポリシー] タブをクリックします。 

3. [追加] をクリックしてから、[作業項目] チェックン ポリシーを選択して構成します。 

 



参考資料  

 カスタム チェックン ポリシーの作成と使用方法の詳細については、このガドの「方法 : TFS 

のカスタム チェックン ポリシーを作成するステップ」を参照してください。 

 チェックン ポリシーをカスタマズする方法の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181281(VS.80).aspx の「チュートリゕル: チ

ェックン ポリシーとチェックン メモのカスタマズ」を参照してください。 

 

コーデゖング基準の実施のためのチェックン ポリシーのセットゕップ方法  

Team Foundation Server に付属しているコード分析チェックン ポリシーを使用すれば、コードの

チェックンごとに静的コード分析を自動的に実行して、関連規則が必ず守られるようにすることがで

きます。コード分析ポリシーに手を加えて、多種多様な規則をチェックすることができます。たとえば、

設計、相互運用性、保守容易性、移動性、命名規則、信頼性などについて定めた規則のチェックを行う

ことができます。 

 

チーム プロジェクトでコード分析チェックン ポリシーを実施するには  

 

1. [チーム エクスプローラ] でチーム プロジェクトを右クリックし、[チーム プロジェクトの設定] 

をポントしてから、[ソース管理] をクリックします。 

2. [チェックン ポリシー] タブをクリックしてから、[追加] をクリックします。 

3. [チェックン ポリシーの追加] ダゕログ ボックスで、[コード分析] を選択してから、[OK] を

クリックします。 

4. [コード分析ポリシー エデゖタ] で、[C/C++ コード分析 (/analyze) を強制] または [マネー

ジ コードのコード分析を強制] を選択します。マネージ コードとゕンマネージ コードを組み合

わせて構成されているプロジェクトの場合は、両方とも選択します。 

5. マネージ コード分析を選択した場合、必要とするコーデゖング基準に基づいて、マネージ コード

分析に対して義務付ける規則設定を構成します。これにより、どの規則を実施するかが正確に決ま

ります。 

 

また、既定では利用できないチェックを実行するために、カスタム チェックン ポリシーを作成する



こともできます。たとえば、禁止されている API 呼び出しなどのコード パターンを禁止することも、

ソース コード中のどこにかっこを記入すればよいかなどの、チームの具体的なコーデゖング スタル 

ガドランを実施するポリシーを作成することもできます。 

 

参考資料  

 カスタム チェックン ポリシーの作成と使用方法の詳細については、このガドの「方法 : TFS 

のカスタム チェックン ポリシーを作成するステップ」を参照してください。 

 チェックン ポリシーをカスタマズする方法の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181281(VS.80).aspx の「チュートリゕル: チ

ェックン ポリシーとチェックン メモのカスタマズ」を参照してください。 

 チェックンでの選択済みパターンを禁止するサンプル コードの詳細については、

http://blogs.msdn.com/jmanning/archive/2006/02/02/523125.aspx の「Checkin Policy to 

Disallow Certain Patterns」を参照してください。 

 チェックンでコメントを実施するサンプル コードは、

http://blogs.msdn.com/jmanning/archive/2006/01/21/515858.aspx の「Sample Checkin 

Policy: Make Sure the Comment Isn't Empty」を参照してください。 

 新しいチェックン ポリシーを登録する方法の詳細については、

http://blogs.msdn.com/jmanning/archive/2006/02/07/526778.aspx の「I've Made a New 

Check-In Policy! How Do I Add It?」を参照してください。 

 

プロジェクト管理  

 Microsoft Project を使用したプロジェクトの管理方法  

 Microsoft Excel を使用したプロジェクトの管理方法  

 最小限のプロセス テンプレートの作成方法  

 プロセス テンプレートのカスタマズ方法  

 プロセス テンプレートでの作業項目の種類のカスタマズ方法  

 既存のチーム プロジェクトでの作業項目の種類のカスタマズ方法  

 テレーションの作成方法  



 領域の作成方法  

 チェックン ベント通知の追加方法  

 レポート ダッシュボードのセットゕップ方法  

 ソース管理リポジトリでのフォルダの作成方法  

 Team Foundation Server からのプロジェクトの削除方法  

 

Microsoft Project を使用したプロジェクトの管理方法  

タスクの作成とスケジュール設定、タスクの依存関係の展開、リソースの負荷分散、および終了日の見

積もりを行うには、Microsoft Office プロジェクトを使用します。この機能を使用して、プロジェクト

をトラッキングすることができます。 

 

プロジェクトをトラッキングするには、以下のような大まかなステップを実行する必要があります。 

 プロジェクト計画を作成します。 

 一連のタスクを作成し、そのスケジュールをたて、それを Team Foundation Server に対して発

行します。 

o それらのタスクは、該当する開発者の作業項目キュー内に示されます。 

o チーム メンバはそれぞれのタスクに従事し、作業項目の状況を設定することによって、進行状

況を [チーム エクスプローラ] でレポートします。 

 プロジェクト計画を最新の情報に更新して、最新情報を取り出します。これで、Microsoft Project 

でのプロジェクトの進行状況をトラッキングできるようになります。 

 

TFS に対してプロジェクト計画を発行するには  

 

1. 新しいプロジェクト計画を作成する場合、Microsoft Office プロジェクトで通常行うのと同様に、

タスク、継続時間、リソースの割り当て、依存関係、およびその他の詳細をセットゕップします。 

2. Microsoft Office プロジェクトで、[チーム] メニューの [チーム プロジェクトの選択] をクリッ

クします。 

3. チーム プロジェクト用の Team Foundation Server を選択します。 

4. チーム プロジェクトを選択します。 



5. [OK] をクリックします。 

6. [作業項目の種類] 列で、TFS に対して発行する予定の作業項目ごとに、作業項目の種類を設定し

ます。 

7. TFS に対して発行したくないサマリ タスクに対しては、[同期] 列で [発行しない] を選択します。 

8. 複数のリソースに割り当てられているタスクがある場合、1 つのリソースに割り当て可能な別々の

タスクに分割します(Team Foundation Server は現在、複数のリソースへの作業項目の割り当て

をサポートしていません)。必要であれば、別々のタスクをサマリ タスクにグループ化して、計算

を自動化する機能を利用することもできます。 

タスクをグループ化するには、TFS で区分のセットを作成し、[区分] 列を設定してタスクをグル

ープ化します。TFS で区分を作成する方法の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181479(VS.80).aspx の「方法 : チーム プロ

ジェクトの区分を変更する」を参照してください。 

9. [作業項目] ツール バーの [発行] をクリックして、プロジェクト計画を TFS に対して発行しま

す。 

 

参考資料  

 詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms244368(VS.80).aspx の

「Microsoft Project で作業項目を操作する」を参照してください。 

 詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181676(VS.80).aspx の「作

業項目を Microsoft Excel や Microsoft Project でンポートする」を参照してください。 

 詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms244373(VS.80).aspx の「チ

ーム プロジェクトを Microsoft Excel や Microsoft Project でトラッキングする」を参照してく

ださい。 

 

Microsoft Excel を使用したプロジェクトの管理方法  

Microsoft Office Excel® を使用して、要件、シナリオ、問題点、バグ、リスク、および作業項目の保

管、並べ替え、フゖルタ、および管理を行います。 

 



作業項目リストを作成する方法は 2 通りあります。一方のゕプローチでは、チーム エクスプローラか

ら作業項目クエリを選択してから、データバンドの新しいスプレッドシートを作成することができま

す。新しいスプレッドシートには、クエリから得たデータを取り込んだ作業項目リストが含まれていま

す。また、ゕドンを使用してプロジェクトを選択し、作業項目をンポートすることによって、Excel 

内で作業項目を作成することもできます。 

 

Excel を使って作業項目を作成するには  

 

1. Microsoft Office Excel で、[チーム] メニューの [新しい一覧] をクリックします。 

2. [Team Foundation Server に接続] で接続先のサーバーを選ぶか、または [サーバー] をクリ

ックしてサーバーの情報を入力します。 

3. [チーム プロジェクト] で、TFS サーバー上の処理したいチーム プロジェクトを選択します。ド

キュメントがそのチーム プロジェクトにバンドされます。 

4. [OK] をクリックします。 

5. 目的のリストの種類を選択します。クエリ リストを作成するには、[クエリ リスト] オプションを

選択してから、[クエリの選択] ドロップダウン リストのチーム クエリをクリックします。 

6. 新しい作業項目リストに表示したい列を選択します。 

7. 任意の作業項目をンポートします。 

詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181676(VS.80).aspx の「作

業項目を Microsoft Excel や Microsoft Project でンポートする」を参照してください。 

8. 次に、スプレッドシートを保管するか、または [チーム] メニュー上の [変更の発行] をクリック

して、作業項目データベースに対して新しい作業項目を発行します。 

 

参考資料  

 詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181694(VS.80).aspx  の

「Microsoft Excel で作業項目を操作する」を参照してください。 

 詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181695(VS.80).aspx  の「方

法 : 作業項目リストを作成する」を参照してください。 

 詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181676(VS.80).aspx  の「作



業項目を Microsoft Excel や Microsoft Project でンポートする」を参照してください。 

 

最小限のプロセス テンプレートの作成方法  

ソース管理以外で、TFS のプロジェクト管理の関連機能のサポートを必要としない場合、最小限のプ

ロセス テンプレートで十分要件は満たされます。最小限のプロセス テンプレートを作成するには、プ

ロセス テンプレート マネージャを使用してテンプレートをローカル コンピュータにダウンロードし、

使用する予定のないセクションを除去するためそのテンプレートを編集して、テンプレートを元のサー

バーにゕップロードして戻します。 

 

ソース管理のみをサポートするカスタムのプロジェクト テンプレートを作成するには  

 

1. [チーム エクスプローラ] で、サーバー名を右クリックし、[Team Foundation Server の設定] 

をクリックしてから、[プロセス テンプレート マネージャ] をクリックします。 

2. 編集したいテンプレートを選択して、[ダウンロード] を選択します。 

3. テンプレートを保存したフォルダから、編集用として Process Template.xml を開きます。 

4. <name> 要素の編集によって、プロセス名を任意の名前に変更します。 

5. <plugins> セクションで、Reporting、Portal、および WorkItemTracking のプラグンを

削除します。 

6. <groups> セクションで、Reporting、Portal、および WorkItemTracking のグループを削

除します。 

7. VersionControl グループで、<dependencies> セクションを見つけ出して、

WorkItemTracking の依存関係を削除します。 

8. テンプレートの保存先のフォルダで、Reports、Windows SharePoint Services、および WorkItem 

Tracking フォルダを削除します。 

9. 変更内容をすべて保存します。 

10. [チーム エクスプローラ] で、サーバー名を右クリックし、[Team Foundation Server の設定] 

をクリックしてから、[プロセス テンプレート マネージャ] をクリックします。 

11. [ゕップロード] を選択し、ゕップロードしたいテンプレートを選択します。 

 



変更後のプロセス テンプレートをゕップロードし終わったら、そのテンプレートを使用して新しいチ

ーム プロジェクトを作成することができます。 

 

参考資料  

 詳細については、このガドの「第 13 章 – プロセス テンプレートの説明」を参照してください。 

 詳細については、このガドの「Visual Studio Team Foundation Server でプロセス テンプレ

ートをカスタマズする方法」を参照してください。 

 詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms243782(VS.80).aspx  の「プ

ロセス テンプレートのカスタマズ」を参照してください。 

 

プロセス テンプレートのカスタマズ方法  

プロセス テンプレートをカスタマズすることによって、新しいチーム プロジェクトの作成時にセッ

トゕップされる既定の作業項目の種類、セキュリテゖ設定、ソース管理の設定、およびレポートを、社

内のプロセス要件にあわせて変更します。 

 

プロセス テンプレートをカスタマズするには  

 

1. すぐに使えるプロセス テンプレートを見直して、社内プロセスに最も適したものを選択します。 

2. 選択したプロセス テンプレートをダウンロードします。 

3. そのプロセス テンプレートをカスタマズし、必要に応じて作業項目の種類、セキュリテゖ設定、

およびソース管理設定を変更します。 

4. カスタマズ後のテンプレートを TFS にゕップロードします。 

5. 加えた変更が、プロセス要件を満たすことを確認します。 

 

上記のプロセスを実装する場合、次の 2 つのオプションが提供されます。 

 XML フゔルを手動でカスタマズします。これは手動プロセスなので、エラーを生じやすいで

すが、きめ細かく制御しながらプロセス テンプレートをカスタマズすることができます。詳細

については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms243782(VS.80).aspx  の「プロセ



ス テンプレートのカスタマズ」を参照してください。 

 Microsoft Visual Studio 2005 Team Foundation Server Power Tool に付属しているプロ

セス テンプレート エデゖタを使用します。最新バージョンの TFS Power Tool には、プロセス 

テンプレートの表示およびカスタマズのためのグラフゖカル ツールが用意されています。TFS 

への接続時にこのツールを使用して、作業項目の種類の定義や、ゕクテゖブになっているプロジェ

クトのグローバル リストをカスタマズすることができます。詳細については、このガドの

「Visual Studio Team Foundation Server でプロセス テンプレートをカスタマズする方法」

を参照してください。 

 

参考資料  

 詳細については、このガドの「第 13 章 – プロセス テンプレートの説明」を参照してください。 

 詳細については、このガドの「Visual Studio Team Foundation Server でプロセス テンプレ

ートをカスタマズする方法」を参照してください。 

 詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms243782(VS.80).aspx  の「プ

ロセス テンプレートのカスタマズ」を参照してください。 

 

プロセス テンプレートでの作業項目の種類のカスタマズ方法  

最新バージョンの TFS Power Tool で利用できる Process Editor ツールを使用して、作業項目の種

類をカスタマズします。TFS Power Tool は、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/vstudio/aa718351.aspxからダウンロードできます。 

 

作業項目の種類をカスタマズするには  

 

1. 次のようにして、自身の要件を最も的確に満たすプロセス テンプレートをダウンロードします。 

a. Visual Studio で、[チーム] メニューから [Team Foundation Server の設定] を選

択します。 

b. [プロセス テンプレート マネージャ] をクリックします。 

c. [プロセス テンプレート マネージャ] ダゕログ ボックスで、変更するプロセス テンプ



レートを選択してから、[ダウンロード] をクリックします。 

d. [プロセス テンプレートのダウンロード] ダゕログ ボックスで、テンプレートの保存先

としてローカル ドラブのフォルダ場所を選択し、[保存] をクリックします。 

2. 次のようにして、Process Editor でプロセス テンプレートを開きます。 

a. Visual Studio で、[チーム] メニューをクリックします。 

b. [Process Editor] をクリックしてから、[Open Process Template] をクリックしま

す。 

c. [Open Process Template fileset] ダゕログ ボックスで、ダウンロードしたプロセ

ス テンプレートに移動し、[Open] をクリックします。 

d. ProcessTemplate.xml フゔルが Visual Studio によって読み込まれます。 

e. カスタマズの対象の methodology の [Name] を設定します。 

3. プロセス テンプレート エクスプローラで、[Work Item Tracking] をクリックします。 

4. 右側のペンで [Type Definitions] タブをクリックします。 

5. 新しい作業項目を作成するには、右側のペンのツールバーの [Add] をクリックします。 

6. [New Work Item Type] ダゕログ ボックスで、作業項目の種類の名前を入力し、既存の作業

項目の種類を [Copy From] ドロップダウン リストで選択します。 

新しい作業項目の種類が作成されて、右側のペンの [Item List] タブ内の [Type 

Definitions] 中で有効になります。 

7. 変更を保存するには、[File] メニューの [Save] をクリックします。 

8. 必要に応じて、新しい作業項目の種類または既存の作業項目の種類を対象に、属性またはフゖール

ドの追加または除去を行いたい場合は、次のようにします。 

9. [Type Definitions] タブで、編集したい作業項目の種類を右クリックしてから、[Open] タブを

クリックします。 

選択した作業項目の種類が、新しい Visual Studio ウゖンドウに開かれます。 

10. 必要に応じて、属性を追加または削除します。 

 

参考資料  

 TFS Power Tool をダウンロードするには、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/vstudio/aa718351.aspx にゕクセスしてください。 



 作業項目の詳細については、このガドの「第 12 章 – 作業項目の説明」を参照してください。 

 Process Editor ツールを使用して作業項目の種類をカスタマズする方法の詳細については、この

ガドの「Visual Studio Team Foundation Server でプロセス テンプレートをカスタマズす

る方法」を参照してください。 

 

既存のチーム プロジェクトでの作業項目の種類のカスタマズ方法  

既存の作業項目の種類の編集には、2 つのオプションがあります。つまり、コマンド ランを使用す

るか、または、TFS Power Tool の一部として利用できるプロセス テンプレート エデゖタ ツールを

使用します。 

 

コマンド ランから作業項目の種類を編集するには、witexport ツールと witimport ツールを使用し

ます。これらのツールは、チーム エクスプローラのンストール先のコンピュータ上の 

"%programfiles%\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE" に置かれています。 

 

作業項目の種類をプロジェクトからエクスポートし、編集し、同じ種類を再ンポートするには  

 

1. 次のようにして witexport を実行し、作業項目の種類をエクスポートします。 

witexport /f task.xml /t http://TFSServer:8080 /p MyTeamProject /n Task  

2. 作業項目の種類の定義を編集します。 

3. 次のようにして witimport を実行し、変更後のこの種類をンポートします。 

witimport /f task.xml /t http://TFSServer:8080 /p MyTeamProject  

 

上記のコマンド ランは、TFSServer というサーバーへ MyTeamProject から Task 作業項目の種

類をエクスポートする方法を示しています。 

 

プロセス テンプレート エデゖタ ツールを使って作業項目の種類を編集するには  

 

1. 次のようにして、編集したい作業項目の種類をエクスポートします。 

a. Visual Studio で、[チーム] メニューから [Process Editor] を選択し、[Work Item 



Types] をクリックしてから、[Export WIT] を選択します。 

b. [Connect to Team Foundation Server ] ダゕログ ボックスに、サーバーの URL 

を入力します。 

c. [Select Work Item Type] ダゕログ ボックスで、エクスポートしたい作業項目の種

類を選択します。 

d. 作業項目の種類を保存します。 

e. 同じように編集したいすべてのグローバル リストを保存します。 

f. 作業項目の種類を編集してから、編集した内容を保存します。 

2. 次のようにして、編集後の作業項目の種類をンポートします。 

a. Visual Studio で、[チーム] メニューから [Process Editor] を選択し、[Work Item 

Types] をクリックしてから、[Import WIT] を選択します。 

b. [Connect to Team Foundation Server ] ダゕログ ボックスに、サーバーの URL 

を入力します。 

c. [Import Work Item Type] ダゕログ ボックスで、編集した作業項目の種類を見つけ

てから、変更後の作業項目の種類のンポート先のチーム プロジェクトを選択します。 

d. [OK] をクリックし、新しい作業項目の種類の定義をンポートします。 

 

参考資料  

 TFS Power Tool をダウンロードするには、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/vstudio/aa718351.aspx にゕクセスしてください。 

 Process Editor ツールを使用して作業項目の種類をカスタマズする方法の詳細については、この

ガドの「Visual Studio Team Foundation Server でプロセス テンプレートをカスタマズす

る方法」を参照してください。 

 witimport の使用法の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms253163(VS.80).aspx  の「witimport」を参照

してください。 

 witexport の使用法の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms253051(VS.80).aspx  の「witexport」を参照

してください。 



 

テレーションの作成方法  

テレーションは、作業項目をグループにまとめるのに使用します。したがって、作業項目の作成や作

業項目のクエリとレポートに影響を与えます。 

 

テレーションを作成するには  

 

1. [チーム エクスプローラ] で、チーム プロジェクトをクリックします。 

2. [チーム] メニューで [チーム プロジェクトの設定] をポントし、次に [区分およびテレーシ

ョン] をクリックします。 

3. [区分およびテレーション] ボックスの [テレーション] タブをクリックします。 

4. ツール バーの [子ノードの追加] ボタンをクリックします。 

5. 新しいノードを右クリックし、[名前の変更] をクリックしてから、テレーション名を入力します。 

6. [テレーション] ノードをクリックします。 

7. ステップ 2、3、および 4 を繰り返して、プロジェクトで識別した追加のテレーションを作成し

ます。 

8. [閉じる] をクリックします。 

 

注意: Microsoft Solution Framework (MSF) for Agile Software Development (MS Agile) プロセス 

テンプレートには、3 種類の事前定義されたテレーションが組み込まれています。これらのテレー

ションを削除しても、または新たに作成する代わりにその名前を変更してもかまいません。あるいは、

未変更のままにすることもできます。 

 

参考資料  

 詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/dhedaeb2(VS.80).aspx  の「チ

ュートリゕル : 新しいチーム プロジェクトの作成」を参照してください。 

 



区分の作成方法  

チーム プロジェクトの作業をサブ区分に編成するには、区分を作成します。たとえば、プロジェクト

作業を UI、ゕプリケーション、およびデータベースなどの区分に編成することができます。区分を作

成し終わったら、シナリオや作業項目をその区分に割り当てることができます。 

 

単一のルート レベルの区分から開始し、その後プロジェクトが完成に近づくにつれて、必要時にはい

つでも区分を作成することができます。 

 

プロジェクトの区分を作成するには  

1. [チーム エクスプローラ] で、チーム プロジェクトをクリックします。 

2. [チーム] メニューで [チーム プロジェクトの設定] を指し、次に [区分およびテレーション] 

をクリックします。 

3. [区分およびテレーション] ボックスの [区分] タブをクリックします。 

4. ツール バーの [子ノードの追加] ボタンをクリックします。 

5. 新しいノードを右クリックし、[名前の変更] をクリックしてから、任意の区分名を入力します。 

6. [区分] ノードをクリックします。 

7. ステップ 2、3、および 4 を繰り返して、追加の区分を作成します。このようにして、プロジェク

ト構造の階層を作成することができます。 

 

参考資料  

 詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/dhedaeb2(VS.80).aspx  の「チ

ュートリゕル : 新しいチーム プロジェクトの作成」を参照してください。 

 

チェックン ベント通知の追加方法  

チェックン通知をサブスクラブするには、TFS サーバーの %programfiles%\Microsoft Visual 

Studio 2005 Team Foundation Server\TF Setup\BisSubscribe.exe から利用できる 

bissubscribe ツールを使用します。 

 



チェックン ベント通知をセットゕップするには  

 

1. コマンド プロンプトを開いて、以下の場所 C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 2005 

Team Foundation Server\TF Setup\  に変更します。 

2. 電子メール通知をセットゕップしたい場合、次のようなコマンドを使用します。 

bissubscribe /eventType CheckinEvent /address someone@domain.com /deliveryType EmailHtml /domain 

http://TFSRTM:8080  

3. Web サービス通知をセットゕップしたい場合、次のようなコマンドを使用します。 

bissubscribe /eventType CheckinEvent /address http://TFSRTM:8080/ci/notify.asmx /deliveryType Soap 

/domain http://TFSRTM:8080  

4. エラーが表示された場合や、正しく登録したことを確認したい場合、次のようにします。 

a. SQL Server Management Studio を開きます。 

b. tfsIntegration データベースを開きます。 

c. tbl_subscription テーブルを見直します。 

 

tbl_subscription テーブルは、すでにサブスクラブ済みのベントをすべて一覧表示しています。

このテーブルを参照し、サブスクラブ済みのベントのエントリを探してください。このテーブルか

らエントリを削除することにより、登録済みのベントのサブスクラブを中止することができます。

また、次のように、bissubscribe を実行し、 /unsubscribe コマンド ラン パラメータおよび

ベントの id を渡して、ベントのサブスクラブを中止することもできます。 

 

 bissubscribe /delete/id [id] /server http://TFSRTM:8080  

 

参考資料  

 詳細については、このガドの「Visual Studio Team Foundation Server で継続的な統合ビルド

をセットゕップする方法」を参照してください。 

 詳細については、

http://blogs.msdn.com/buckh/archive/2006/09/29/checkinevent-path-filter.aspx  の

「Adding a path filter to a CheckinEvent subscription using bissubscribe」を参照してくださ



い。 

 詳細については、http://blogs.msdn.com/khushboo/archive/2006/01/04/509122.aspx  の

「Continuous Integration using Team Build」を参照してください。 

 

レポート ダッシュボードのセットゕップ方法  

チーム プロジェクト ポータル Microsoft Office SharePoint® サトを変更して、1 つの場所でさま

ざまなプロジェクト情報を提供できるレポート ダッシュボードを作成します。 

 

たとえば、次のようなレポートをレポート ダッシュボードに揃えておけば便利です。 

 残存作業 

 品質指標   

 バグ率   

 プロジェクト速度  

 

SharePoint ポータル ページに新しいレポートを追加することができます。それには、ページに表示し

たいレポートごとにレポート ビューゕ Web パーツを追加します。 

 

チーム プロジェクト ポータルを変更してレポート ダッシュボードを作成するには  

 

1. Microsoft Office SharePoint およびレポート サービスのンストール パッケージに付属してい

る stsadm.exe ツールと RSWebParts.cab を使用して、レポート サーバーにレポート ビュー

ゕ Web パーツをンストールします。 

o STSADM.EXE は、パス C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server 

extensions\60\BIN に置かれています。 

o RSWebParts.Cab は、パス C:\ Program Files\Microsoft SQL 

Server\90\Tools\Reporting Services\SharePoint に置かれています。 

例: STSADM.EXE -o addwppack -filename "C:\ Program Files\Microsoft SQL 

Server\90\Tools\Reporting Services\SharePoint\RSWebParts.cab" -globalinstall  

2. [チーム エクスプローラ] で、プロジェクトを右クリックしてから、[プロジェクト ポータルの表



示] をクリックします。 

3. [共有ページの変更] をクリックし、[参照] をポントしてから、[Web パーツの追加] をクリッ

クします。 

4. [仮想サーバー ギャラリー] をクリックします。 

5. [Web パーツの一覧] で、[Report Viewer] を選択します。 

6. [追加] をクリックします。 

7. たとえば、http://<report server>/reports などの、レポート マネージャ名を入力します。 

8. <my project>/Quality Indicators などの、表示するレポートのパスを入力します。 

 

参考資料  

 レポート ビューゕ Web パーツの追加の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms159772(SQL.90).aspx  の「SharePoint 2.0 

Web パーツによるレポートの表示」を参照してください。 

 チーム プロジェクト ポータルの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms242883(VS.80).aspx  の「チーム プロジェク

ト ポータルの使用」を参照してください。 

 

ソース管理リポジトリでのフォルダの作成方法  

チーム エクスプローラを使用して、ソース管理リポジトリ内にフォルダを作成できますが、クラゕ

ント上のワークスペースでフォルダ構造を作成してから保留中の変更をチェックンすることもでき

ます。 

 

サーバー上でフォルダ構造を作成するには  

 

1. [チーム エクスプローラ] で、チーム プロジェクトを展開します。 

2. チーム プロジェクトの下の [ソース管理] をダブルクリックします。 

3. ソース管理エクスプローラでルート ノードを選択し、[ローカル パス] ペン内を右クリックして

から、[新しいフォルダ] をクリックします。 



4. ルート フォルダの名前を入力し、Enter キーを押します。 

5. ステップ 3 と 4 を繰り返して、必要なフォルダをソース管理リポジトリ内に作成します。 

 

クラゕント上でフォルダ構造を作成するには  

 

1. ローカル コンピュータ上でワークスペースのマッピングを作成します。 

2. プロジェクトで必要なフォルダ構造を作成します。 

保留中の変更をはじめてチェックンすると、フォルダ構造がサーバーにコピーされます。 

 

参考資料  

 ワークスペースの作成の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181384(VS.80).aspx  の「方法 : ワークスペ

ースを作成する」を参照してください。 

 ソース ツリーの作成の詳細については、このガドの「Visual Studio Team Foundation Server 

でソース ツリーを作成する方法」を参照してください。   

 

Team Foundation Server からのプロジェクトの削除方法  

チーム エクスプローラを使用して、プロジェクトを削除することはできません。その代りに、

TfsDeleteProject コマンド ラン ツールを使用する必要があります。このツールは、チーム エク

スプローラのンストール先のコンピュータの Program Files\Microsoft Visual Studio 

8\Common7\IDE に置かれています。 

 

チームT TFS からプロジェクトを削除するには  

 

1. コマンド プロンプトを開いて、以下の場所  

C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 2005 Team Foundation Server\TF Setup\ に切り

替えます。 

2. 次のように、TfsDeleteProject を実行して、プロジェクトを削除します。 



 

TfsDeleteProject /server:TfsServer TeamProjectName  

 

参考資料  

 プロジェクトの削除の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181482(VS.80).aspx  の「TFSDeleteProject」

を参照してください。 

 

Team Foundation プロジェクト管理の参照資料 

 MSF プロセス テンプレートの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/teamsystem/aa718801.aspx  の「Process Templates」

を参照してください。 

 

プラクテゖス: レポート  

索引  

管理  

 レポート ダッシュボードのセットゕップ方法  

 レポートに対する許可の設定方法  

 

作成/カスタマズ  

 既存のレポートのカスタマズ方法  

 Visual Studio での新しいレポートの作成方法  

 Excel での新しいレポートの作成方法  

 スケジュールされたレポート スナップショットの作成方法  

 レポート サブスクリプションの作成方法  



 既存のプロセス テンプレートへの新しいレポートの追加方法  

 

表示  

 プロジェクトの状況の分析方法  

 ゕプリケーション品質の分析方法  

 残存作業の検討方法  

 ビルド状態の検討方法  

 バグおよびテスト結果の検討方法  

 テレーションでの実際の作業との比較によるスケジュール済み作業の検討方法  

 フゔルの最終編集者の判別方法  

 開発者が行ったすべてのコード変更の発見方法  

 フゔルに加えられたすべてのコード変更の発見方法  

 特定の作業項目に関連したすべてのコード変更の発見方法  

 コード チャーン メトリックの生成方法  

 フゔル数、コードの行数、およびプロジェクト数などのワークスペース メトリックの生成方法  

 

管理  

 レポート ダッシュボードのセットゕップ方法  

 レポートに対する許可の設定方法  

 

レポート ダッシュボードのセットゕップ方法  

チーム プロジェクトの Microsoft® Office SharePoint® ポータル サトを変更して、1 つの場所で

さまざまなプロジェクト情報を表示できるレポート ダッシュボードを作成します。 

 

たとえば、次のようなレポートをレポート ダッシュボードに揃えておけば便利です。 

 残存作業  

 品質指標   



 バグ率   

 プロジェクト速度  

 

SharePoint ポータル ページに新しいレポートを追加することができます。それには、ページに表示し

たい各レポートごとにレポート ビューゕ Web パーツを追加します。 

 

チーム プロジェクト ポータルを変更してレポート ダッシュボードを作成するには  

 

1. SharePoint およびレポート サービスのンストール パッケージに付属している stsadm.exe 

ツールと RSWebParts.cab を使用して、レポート サーバーにレポート ビューゕ Web パーツを

ンストールします。 

 STSADM.EXE は、パス C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server 

extensions\60\BIN に置かれています。 

 RSWebParts.Cab は、パス C:\ Program Files\Microsoft SQL 

Server\90\Tools\Reporting Services\SharePoint に置かれています。 

 例: STSADM.EXE -o addwppack -filename "C:\ Program Files\Microsoft SQL 

Server\90\Tools\Reporting Services\SharePoint\RSWebParts.cab" -globalinstall  

2. [チーム エクスプローラ] で、プロジェクトを右クリックします。 

3. [プロジェクト ポータルの表示] をクリックします。 

4. [共有ページの変更] をクリックします。 

5. [参照] をポントし、[Web パーツの追加] をクリックします。 

6. [仮想サーバー ギャラリー] をクリックします。 

7. [Web パーツの一覧] で、[Report Viewer] を選択します。 

8. [追加] をクリックします。 

9. たとえば、http://<report server>/reports などの、レポート マネージャ名を入力します。 

10. <my project>/Quality Indicators などの、表示するレポートのパスを入力します。 

 

参考資料  

 レポート ビューゕ Web パーツの追加の詳細については、



http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms159772(SQL.90).aspx  の「SharePoint 2.0 

Web パーツによるレポートの表示」を参照してください。 

 チーム プロジェクト ポータルの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms242883(VS.80).aspx  の「チーム プロジェク

ト ポータルの使用」を参照してください。 

 

レポートに対する許可の設定方法  

レポートのゕクセス許可を変更して、レポートを編集または表示できるメンバを定義できます。レポー

トのゕクセス許可を設定するには、Microsoft SQL Server™ Reporting Services Content Manager 

のロールのメンバでなければなりません。 

 

チーム プロジェクト内のすべてのレポートのゕクセス許可を設定するには  

 

1. [チーム エクスプローラ] で、チーム プロジェクト ノードを展開します。 

2. [レポート] を右クリックしてから、[レポート サトの表示] をクリックします。 

3. [プロパテゖ] タブをクリックします。 

4. [セキュリテゖ] をクリックします。 

5. [ゕテムのセキュリテゖを編集] をクリックします。 

6. 既にレポートに対して定義されているロールのセキュリテゖを編集する場合、[編集] をクリックし

ます。 

7. 一覧中にないロールのセキュリテゖを定義したい場合、[新しいロールの割り当て] をクリックしま

す。 

 

単一のレポートのゕクセス許可を設定するには  

 

1. [チーム エクスプローラ] で、チーム プロジェクト ノードを展開します。 

2. [レポート] を右クリックしてから、[レポート サトの表示] をクリックします。 

3. レポート サトで、ゕクセス許可を設定するレポートを選択します。 

4. [プロパテゖ] タブをクリックします。 



5. [セキュリテゖ] をクリックします。 

6. [ゕテムのセキュリテゖを編集] をクリックします。 

7. 既にレポートに対して定義されているロールのセキュリテゖを編集する場合、[編集] をクリックし

ます。 

8. 一覧中にないロールのセキュリテゖを定義したい場合、[新しいロールの割り当て] をクリックしま

す。 

 

参考資料  

 レポートのゕクセス許可の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181645(VS.80).aspx  の「方法 : レポートの

ゕクセス許可を設定する」を参照してください。 

 

作成/カスタマズ  

 既存のレポートのカスタマズ方法  

 Visual Studio での新しいレポートの作成方法  

 Excel での新しいレポートの作成方法  

 スケジュールされたレポート スナップショットの作成方法  

 レポート サブスクリプションの作成方法  

 既存のプロセス テンプレートへの新しいレポートの追加方法  

 

既存のレポートのカスタマズ方法  

SQL Server 2005 クラゕント ツールに付属している Visual Studio (Business Intelligence 

Development Studio) 内の SQL Server 2005 Reporting Services Designer を使用してレポートを

変更することができます。多くの場合、既存のレポートの変更のほうが、新しいレポートの作成よりも

簡単です。 

 

TFS で既存のレポートをカスタマズするには  



 

1. 次のようにして、レポート プロジェクトを作成します。 

a. Visual Studio で、[フゔル] をクリックし、[新規作成] をクリックしてから、[プロジ

ェクト] をクリックします。 

b. ビジネス ンテリジェンス プロジェクト の種類を選択します。 

c. [レポート サーバー プロジェクト] テンプレートを選択します。 

d. プロジェクトの [名前] および [場所] を設定してから、[OK] をクリックします。 

2. 次のようにして、カスタマズするレポートをエクスポートします。 

a. チーム プロジェクトを右クリックしてから、[プロジェクト ポータルの表示] をクリック

します。 

b. ポータル Web サトの左側のクック起動バー内の [レポート] をクリックします。 

c. カスタマズするレポートをクリックします。 

d. [プロパテゖ] をクリックします。 

e. [編集] を選択します。 

f. レポート .rdl フゔルを、ステップ 1 で作成したレポート プロジェクト フォルダに保

管します。 

3. 次のようにして、データ ソースを追加します。 

a. ウェゕハウス データ ソースを作成するには  

i. Visual Studio ソリューション エクスプローラで、[共有データ ソース] を右ク

リックしてから、[新しいデータ ソースの追加] をクリックします。 

ii. [全般] タブの [名前] ボックスに TfsReportDS と入力します。 

iii. [種類] ボックスの一覧の [Microsoft SQL Server] をクリックします。 

iv. [編集] をクリックします。 

v. データ層サーバー名を入力します。 

vi. [TFSWarehouse] データベースを選択します。 

vii. [OK ] ボタンをダブルクリックして、データ ソースを追加します。 

b. OLAP データ ソースを作成するには  

i. ソリューション エクスプローラで、[共有データ ソース] を右クリックしてから、

[新しいデータ ソースの追加] をクリックします。 

ii. [全般] タブの [名前] ボックスに TfsOlapReportDS と入力します。 



iii. [種類] ボックスの一覧の [Microsoft SQL Server Analysis Services] をクリッ

クします。 

iv. [編集] をクリックします。 

v. データ層サーバー名を入力します。 

vi. [TFSWarehouse] データベースを選択します。 

vii. [OK ] ボタンをダブルクリックして、データ ソースを追加します。 

4. 次のようにして、レポートをプロジェクトに追加します。 

a. [ソリューション エクスプローラ] で、[レポート] 右クリックしてから、[追加] → [既存

の項目] をクリックします。 

b. ステップ 2 でエクスポートした rdl フゔルを見つけます。 

 

5. 次のようにして、レポートを変更します。 

a. [データ ペン] 内のクエリ ステートメントを変更します。 

b. 新しいメジャーまたはメンバを [データ ペン] 内にドラッグします。 

c. [レゕウト ペン] でレポート レゕウトを変更します。 

 

注意: チーム レポート サトに用意されているレポート ビルダを使用できますが、このツールは、

Visual Studio シナリオの場合は十分にサポートされていないので、推奨されていません。 

 

参考資料  

 詳細については、このガドの「Visual Studio Team Foundation Server でレポートをカスタマ

ズする方法」を参照してください。 

 

Visual Studio での新しいレポートの作成方法  

SQL Server 2005 クラゕント ツールに付属している Visual Studio (Business Intelligence 

Development Studio) 内の SQL Server 2005 Reporting Services Designer を使用して、レポート

を作成することができます。 

 



変更すれば自身のニーズを満たせる既存のレポートがない場合、新しいレポートを作成します。多くの

場合、既存のレポートの変更のほうが、新しいレポートの作成よりも簡単です。 

 

TFS で新しいレポートを作成するには  

 

1. 次のようにして、レポート プロジェクトを作成します。 

a. Visual Studio で、[フゔル] をクリックし、[新規作成] をクリックしてから、[プロジ

ェクト] をクリックします。 

b. ビジネス ンテリジェンス プロジェクトの種類を選択します。 

c. [レポート サーバー プロジェクト] テンプレートを選択します。 

d. プロジェクトの [名前] および [場所] を設定してから、[OK] をクリックします。 

2. 次のようにして、データ ソースを追加します。 

a. ウェゕハウス データ ソースを作成するには  

i. Visual Studio ソリューション エクスプローラで、[共有データ ソース] を右ク

リックしてから、[新しいデータ ソースの追加] をクリックします。 

ii. [全般] タブの [名前] ボックスに TfsReportDS と入力します。 

iii. [種類] ボックスの一覧の、[Microsoft SQL Server] をクリックします。 

iv. [編集] をクリックします。 

v. データ層サーバー名を入力します。 

vi. [TFSWarehouse] データベースを選択します。 

vii. [OK ] ボタンをダブルクリックして、データ ソースを追加します。 

b. オンラン分析処理 (OLAP) データ ソースを作成するには  

i. ソリューション エクスプローラで、[共有データ ソース] を右クリックしてから、

[新しいデータ ソースの追加] をクリックします。 

ii. [全般] タブの [名前] ボックスに TfsOlapReportDS と入力します。 

iii. [種類] ボックスの一覧の [Microsoft SQL Server Analysis Services] をクリッ

クします。 

iv. [編集] をクリックします。 

v. データ層サーバー名を入力します。 

vi. [TFSWarehouse] データベースを選択します。 



vii. [OK ] ボタンを ダブルクリックして、データ ソースを追加します。 

3. 次のようにして、新しいレポートを作成します。 

a. [ソリューション エクスプローラ] で、[レポート] を右クリックし、[追加] をポント

してから、[新しい項目] をクリックします。 

b. [レポート] テンプレートを選択します。 

c. レポートに名前を付けてから、[OK] をクリックします。 

4. 次のようにして、レポートを変更します。 

a. [レポート デザナ] が自動的に開かない場合、[ソリューション エクスプローラ] 内で

それをダブルクリックして、変更用のレポートを開きます。 

b. [データセット] ボックスの <新しいデータセット...> をクリックします。 

c. データ セットに、たとえば TestDataSet などの名前を付けます。 

d. [TfsOlapReportDS (共用)] を選択します。 

e. [OK] をクリックします。 

f. [ビルド] ([データセット] ボックスのすぐ下) の横の省略記号 （…） ボタンをクリック

してから、[Team System] を選択します。 。 

 

次に、メジャーおよびデゖメンションを [データセット] ツリーからクエリ ペンおよびフゖルタ ペ

ンにドラッグして、レポートを変更することができます。[レゕウト] タブをクリックして、レポ

ートのレゕウトを変更することができます。また、[プレビュー] タブをクリックして、レポートを

プレビューすることもできます。 

 

注意: チーム レポート サトに用意されているレポート ビルダを使用できますが、このツールは、

Visual Studio シナリオの場合は十分にサポートされていないので、推奨されていません。 

 

参考資料  

 詳細については、このガドの「Visual Studio Team Foundation Server のカスタム レポート

を作成する方法」を参照してください。 

 



Excel での新しいレポートの作成方法  

Microsoft Office Excel® を TFS レポート OLAP キューブに直接接続して、随時レポートを作成する

ことができます。Excel を使用すれば、ピボット テーブルまたはピボット グラフの形式でレポート デ

ータを表示することができます。 

 

Excel ピボット テーブル レポートを作成するには  

 

1. Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services 9.0 OLE DB プロバダがンストールされてい

ることを確認します。これは、

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=d09c1d60-a13c-4479-9b9

1-9e8b9d835cdc  からンストールできます。 

2. Excel を開始します。 

3. ピボット テーブル レポートを追加するワークシートを選択します。 

4. [データ] メニューで [ピボットテーブルとピボットグラフ レポート] を選択します。 

5. [外部データ ソース] を選択します。 

6. [次へ] をクリックします。 

7. [データの取り出し] をクリックします。 

8. [OLAP キューブ] タブをクリックします。 

9. <新しいデータ ソース> を選択してから、[OK] をクリックします。 

10. データ ソースの名前を入力します。 

11. Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services 9.0 OLE DB プロバダを選択します。 

12. [接続] をクリックします。 

13. [分析サーバー] を選択します。 

14. たとえば TFSRTM などの、レポート サーバーの名前を入力します。 

15. [次へ] をクリックします。 

16. [TFSWarehouse] を選択してから、[完了] をクリックします。 

17. レポートを作成したいキューブ (たとえば、コード チャーン、作業項目、およびテスト結果) を選

択してから、[OK] をクリックします。 

18. もう一度 [OK] をクリックし、[ピボット テーブル/ピボット グラフ ウゖザード] に戻ります。 



19. [完了] をクリックして、ピボット テーブルをワークシートに追加します。 

 

[ピボットテーブルのフゖールド リスト] を使用して、列およびメジャーをドラッグしてピボット テ

ーブルにドロップします。たとえば、サーバー上の各チーム プロジェクトごとの行カウントを表示す

るには、次のようにします。 

 

1. 上記のステップ 17 のコード チャーン キューブを選択します。 

2. ピボット テーブルの [列フゖールド] セクションに [TeamProject.TeamProject] をドラッ

グします。 

3. ピボット テーブルの [データ項目] セクションに [Total Lines] をドラッグします。 

 

参考資料  

 Excel を使用して随時レポートを作成する方法の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms244713(VS.80).aspx  の「Team Foundation 

Server のレポート作成での Microsoft Excel の使用」を参照してください。 

 Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services 9.0 OLE DB プロバダは、

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=d09c1d60-a13c-4479-9b9

1-9e8b9d835cdc からンストールしてください。 

 

スケジュールされたレポート スナップショットの作成方法  

スケジュールされたレポート スナップショットを使用して、時間の経過に伴う傾向の理解を深めるこ

とができ、さらに、プロジェクトの存続期間全体を通して重要なデータ要素を記憶しておくことができ

ます。 

 

スケジュールされたレポート スナップショットを作成するには  

 

1. [チーム エクスプローラ] で、チーム プロジェクトの [レポート] を右クリックしてから、[レポ

ート サトの表示] をクリックします。 



2. レポート サトからレポートを開きます。 

3. [プロパテゖ] タブをクリックします。 

4. [履歴] リンクをクリックします。 

5. いつスナップショットを実行すればよいかのスケジュールをセットゕップします。 

 

スケジュールをセットゕップした後、そのレポートの [履歴] タブ上にスナップショットが示されます。

また、[履歴] タブ上でスナップショットを手動で作成することもできます。 

レポート サブスクリプションの作成方法  

レポート サブスクリプションを使用して、レポートを生成し、今後の使用に備えてフゔルの共有に

エクスポートすることができます。古いレポートを上書きするようにサブスクリプションを設定できま

すが、時間の経過とともに一連のレポートをビルドして、プロジェクト データのスナップショットを

表示することもできます。 

 

レポート サブスクリプションを作成するには  

 

1. [チーム エクスプローラ] で、チーム プロジェクトの [レポート] を右クリックしてから、[レポ

ート サトの表示] をクリックします。 

2. レポート サトからレポートを開きます。 

3. [サブスクリプション] タブをクリックします。 

4. [新しいサブスクリプション] をクリックして、レポート サブスクリプションを作成します。 

 

既存のプロセス テンプレートへの新しいレポートの追加方法  

最新バージョンの Team Foundation Server Power Tool で利用できる Process Editor ツールを使

用して、既存のプロセス テンプレートに新しいレポートを追加することができます。Team 

Foundation Server Power Tool は、http://msdn2.microsoft.com/en-us/vstudio/aa718351.aspx

からダウンロードできます。 

 

新しいレポートを追加するには  



 

1. 次のようにして、自身の要件を最も的確に満たすプロセス テンプレートをダウンロードします。 

a. Visual Studio で、[チーム] メニューをクリックしてから、[Team Foundation Server の

設定] を選択します。 

b. [プロセス テンプレート マネージャ] をクリックします。 

c. [プロセス テンプレート マネージャ] ダゕログ ボックスで、変更するプロセス テンプ

レートを選択してから、[ダウンロード] をクリックします。 

d. [プロセス テンプレートのダウンロード]ボックスで、ローカル ドラブのフォルダ場所

を選択し、[保存] をクリックします。 

2. 次のようにして、Process Editor でプロセス テンプレートを開きます。 

a. Visual Studio で、[チーム] メニューをクリックします。 

b. [Process Editor] をクリックしてから、[Open Process Template] をクリックします。 

c. [Open Process Template fileset] ダゕログ ボックスで、ダウンロードしたプロセス 

テンプレートに移動し、[Open] をクリックします。 

d. これで、ProcessTemplate.xml フゔルが Visual Studio 内で開かれます。 

e. カスタマズの対象の methodology の [Name] を設定します。 

3. プロセス テンプレート エクスプローラで、[Reports] をクリックします。 

4. ツールバーで [Add] をクリックします。 

5. [Report] ダゕログ ボックスの [Report Detail] タブにレポートの名前を入力します。 

6. [File Name] フゖールドで、追加したい .rdl フゔルを見つけます。 

他のフゖールドは未変更のままにし、[Properties] および [Parameters] タブ内のデータも一

切変更しません。 

7. [DataSources] タブから、該当するデータ ソースを入力します。 

TFS に付属しているプロセス テンプレート用の既定のデータ ソースは、/TfsOlapReportDS と 

/TfsReportDS です。 

8. [OK] をクリックします。 

 

参考資料  

 Team Foundation Server Power Tool は、



http://msdn2.microsoft.com/en-us/vstudio/aa718351.aspxからダウンロードできます。 

 Process Editor ツールを使用して作業項目の種類をカスタマズする方法の詳細については、この

ガドの「Visual Studio Team Foundation Server でプロセス テンプレートをカスタマズす

る方法」を参照してください。 
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 フゔル数、コードの行数、およびプロジェクト数などのワークスペース メトリックの生成方法  

 

プロジェクトの状況の分析方法  

[プロジェクト速度] レポートを使用して、プロジェクトの状況を分析することができます。 

 

ゕプリケーション状態を検討するには  

 

1. [チーム エクスプローラ] で、チーム プロジェクト ノードを展開し、[レポート] を右クリックし

てから、[レポート サトの表示] をクリックします。 

2. レポート サトで、[プロジェクト速度] レポートを選択します。 

 



このレポートは、チームがどのくらい速やかに作業を完了したかを示すとともに、日ごとの変化率を示

します。 

ゕプリケーション品質の分析方法  

[品質指標] レポートを使用して、ゕプリケーション品質を分析することができます。 

 

ゕプリケーション品質を分析するには  

1. [チーム エクスプローラ] で、チーム プロジェクト ノードを展開し、[レポート] を右クリックし

てから、[レポート サトの表示] をクリックします。 

2. レポート サトで、[品質指標] レポートを選択します。 

 

このレポートでは、テスト結果、バグ、コード カバレッジ、およびコード チャーンが集められて、プ

ロジェクトの稼働状態を追跡するのに使用できる 1 つのレポートにまとめられています。 

 

残存作業の検討方法  

[残存作業] レポートを使用して、残存作業を検討することができます。 

 

残存作業を検討するには  

 

1. [チーム エクスプローラ] で、チーム プロジェクト ノードを展開し、[レポート] を右クリックし

てから、[レポート サトの表示] をクリックします。 

2. レポート サトで、[残存作業] レポートを選択します。 

 

このレポートには時間ごとの、残っている作業、解決済みの作業、終了した作業が示されます。残存作

業の傾向から将来を予測することで、コードが完了する時点を予測することができます。 

 

ビルド状態の検討方法  

Microsoft Solution Framework (MSF) for CMMI® (MS CMMI) プロセス テンプレートを使用してい



る場合、ビルド レポートを表示して、BVT 結果を見ることができます。 

 

ビルド状態を検討するには  

 

1. [チーム エクスプローラ] で、チーム プロジェクト ノードを展開します。 

2. [レポート] を右クリックしてから、[レポート サトの表示] をクリックします。 

3. このレポート サトで、[ビルド] レポートを選択します。 

 

このレポートには、利用できるビルドの一覧が示され、ビルド品質やその他の詳細情報が記載されてい

ます。 

 

バグおよびテスト結果の検討方法  

[バグ (優先度順)] レポートを使用して、バグを検討することができます。このレポートには、低い優

先順位のバグと比較した場合の、検出済みの高い優先順位のバグ率が示されます。 

 

[品質指標] レポートを使用して、1 つのレポート中のテスト結果、バグ、コード カバレッジ、および

コード チャーンを表示することができます。 

 

[バグ (優先度順)] レポートまたは [品質指標] レポートを表示するには  

1. [チーム エクスプローラ] で、チーム プロジェクト ノードを展開します。 

2. [レポート] を右クリックしてから、[レポート サトの表示] をクリックします。 

3. [バグ (優先度順)] レポートを選択してバグを検討するか、または [品質指標] レポートを選択し

てテスト結果を表示します。 

 

テレーションでの実際の作業との比較によるスケジュール済み作業の検討方法  

[計画していなかった作業] レポートを使用して、実際の作業と比較しながらスケジュール済み作業を

検討することができます。このレポートでは、作業全体と残存作業との比較がグラフで示され、計画済

みのタスクと未計画のタスクが区別されます。 



 

[計画していなかった作業] レポートを表示するには  

 

1. [チーム エクスプローラ] で、チーム プロジェクト ノードを展開します。 

2. [レポート] を右クリックしてから、[レポート サトの表示] をクリックします。 

3. レポート サトで、[計画していなかった作業] レポートを選択します。 

 

フゔルの最終編集者の判別方法  

ソース管理エクスプローラのソース フゔル履歴を使用して、フゔルの最終編集者を判別すること

ができます。 

 

だれが最後にフゔルを編集したかを判別するには  

1. [ソース管理エクスプローラ] で、目的のフゔルを選択します。 

2. そのフゔルを右クリックしてから、[履歴の表示] をクリックします。 

3. [履歴] ペンで、所有者も含め、変更履歴を参照します。 

 

参考資料  

 ソース管理エクスプローラの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181370(VS.80).aspx  の「ソース管理エクスプ

ローラの使用」を参照してください。 

 

開発者が行ったすべてのコード変更の発見方法  

TF History コマンドを使用して、特定の開発者によって行われたプロジェクト中の変更をすべて見つ

け出すことができます。 

 

たとえば以下のコマンドは、ユーザー Mario によって行われたすべての変更点を表示します。 

 



tf history $/ /r /user:Mario  

 

上記の例では、リポジトリ全体を検索するために $/ が使用されています。これを 

$/TeamProjectName に置き換えれば、検索を特定のチーム プロジェクトに限定することができます。 

 

参考資料  

 TF History コマンドの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/yxtbh4yh(VS.80).aspx  の「History コマンド」

を参照してください。 

 

フゔルに加えられたすべてのコード変更の発見方法  

ソース管理エクスプローラのソース フゔル履歴を使用して、フゔルに加えられた変更を判別する

ことができます。 

 

フゔルに加えられたすべての変更を判別するには 

 

1. [ソース管理エクスプローラ] で、目的のフゔルを選択します。 

2. そのフゔルを右クリックしてから、[履歴の表示] をクリックします。 

3. [履歴] ペンで変更履歴を検討して、そのフゔルに加えられたすべての変更点を確認します。 

 

参考資料  

 ソース管理エクスプローラの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181370(VS.80).aspx  の「ソース管理エクスプ

ローラの使用」を参照してください。 

 

特定の作業項目に関連したすべてのコード変更の発見方法  

作業項目が、チェックン時に一連のコード変更に関連付けられていた場合、作業項目の [リンク] タ



ブからその変更を表示することができます。 

 

作業項目に関連付けられているコード変更を表示するには  

 

1. 該当する作業項目を開きます。 

2. [リンク] タブをクリックします。 

その作業項目に変更セットが関連付けられている場合、作業項目の [リンク] ペンにそのセット

が一覧で示されます。 

3. リンクされている変更セットをダブルクリックして、チェックン済みのフゔルとコメントを表

示します。 

 

参考資料  

 変更セットの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181408(VS.80).aspx  の「ソース管理変更セッ

トの操作」を参照してください。 

 

コード チャーン メトリックの生成方法  

[品質指標] レポートを使用して、コード チャーンの詳細を表示することができます。 

 

[品質指標] レポートを表示するには  

 

1. [チーム エクスプローラ] で、チーム プロジェクト ノードを展開します。 

2. [レポート] を右クリックしてから、[レポート サトの表示] をクリックします。 

3. [品質指標] レポートを選択します。 

 

このレポートでは、テスト結果、バグ、コード カバレッジ、およびコード チャーンが集められて、プ

ロジェクトの稼働状態を追跡するのに使用できる 1 つのレポートにまとめられています。 

あるいは、Excel を使用して、コード チャーンに関するレポートを生成します。詳細については、こ



の資料の「How to Create a New Report in Excel」を参照してください。 

 

フゔル数、コードの行数、およびプロジェクト数などのワークスペース メトリックの生成方

法  

さまざまなワークスペース メトリックに関するレポートを作成するには、TFS レポート OLAP キュ

ーブに Excel を直接接続します。Excel を使用すれば、ピボット テーブルまたはピボット グラフの

形式でレポート データを表示することができます。 

 

Excel ピボット テーブル レポートを作成するには  

 

1. Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services 9.0 OLE DB プロバダがンストールされてい

ることを確認します。これは、

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=d09c1d60-a13c-4479-9b9

1-9e8b9d835cdc からンストールできます。 

2. Excel を開始します。 

3. ピボット テーブル レポートを追加したいワークシートを選択します。 

4. [データ] メニューで [ピボットテーブルとピボットグラフ レポート] を選択します。 

5. [外部データ ソース] を選択します。 

6. [次へ] をクリックします。 

7. [データの取り出し] をクリックします。 

8. [OLAP キューブ] タブをクリックします。 

9. <新しいデータ ソース> を選択してから、[OK] をクリックします。 

10. データ ソースの名前を入力します。 

11. Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services 9.0 OLE DB プロバダを選択します。 

12. [接続] をクリックします。 

13. [分析サーバー] を選択します。 

14. たとえば TFSRTM などの、レポート サーバーの名前を入力します。 

15. [次へ] をクリックします。 

16. [TFSWarehouse] を選択してから、[完了] をクリックします。 



17. レポートの作成元の [Code Churn] キューブを選択してから、[OK] をクリックします。 

18. もう一度 [OK] をクリックし、[ピボット テーブル/ピボット グラフ ウゖザード] に戻ります。 

19. [完了] をクリックして、ピボット テーブルをワークシートに追加します。 

 

[ピボットテーブルのフゖールド リスト] を使用して、列およびメジャーをドラッグしてピボット テ

ーブルにドロップすることができます。 

 

サーバー上のチーム プロジェクトごとのフゔル数を表示するには  

 

1. ピボット テーブルの [ページ フゖールド] セクションに [TeamProject.TeamProject] をド

ラッグします。 

2. ピボット テーブルの [行フゖールド] セクションに [File Name.FilePath] をドラッグします。 

3. ピボット テーブルの [ページ フゖールド] セクションの [Team Project] ドロップダウン リ

ストを使用して、各チーム プロジェクトをフゖルタします。 

表示される行数に注意してください。これにより、フゔル数を確認できます。 

 

サーバー上の各チーム プロジェクトごとの行数を表示するには  

 

1. ピボット テーブルの [列フゖールド] セクションに [TeamProject.TeamProject] をドラッ

グします。 

2. ピボット テーブルの [データ項目] セクションに [Total Lines] をドラッグします。 

 

サーバーのチーム プロジェクト数を表示するには  

 

 ピボット テーブルの [行フゖールド] セクションに [TeamProject.TeamProject] をドラッ

グします。 

表示される行数に注意してください。これにより、プロジェクト数を確認できます。 

 

参考資料  



 Excel を使用して一時的なレポートを作成する方法の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms244713(VS.80).aspx  の「Team Foundation 

Server のレポート作成での Microsoft Excel の使用」を参照してください。 

 Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services 9.0 OLE DB プロバダは、

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=d09c1d60-a13c-4479-9b9

1-9e8b9d835cdc からンストールしてください。 

 

Team Foundation レポートの参照資料 

 レポートの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms194922(VS.80).aspx  の「Team Foundation 

Server のレポート」を参照してください。 

 

プラクテゖス: ソース管理  

索引  

バージョン管理へのゕクセス  

 非 Visual Studio クラゕントからのバージョン管理の使用方法  

 一般的なバージョン管理タスクの自動化方法  

 オフランでの作業方法  

 

管理  

 プロジェクトに新規開発者を追加する方法  

 プロジェクトから離脱した開発者の削除方法  

 ソース ツリー内でのゕクセス許可の付与方法  

 別のサーバーへの Team Foundation Server バージョン管理の移動方法  

 



分岐/ラベル/マージ  

 ラベルの使用方法  

 分岐方法  

 分岐構造の計画方法  

 リリースのサポートのための分岐の使用方法  

 前のリリースの保守のための分岐の使用方法  

 開発およびビルドのプロセスの安定化のための分岐の使用方法  

 機能の開発の安定化のための分岐の使用方法  

 複数のチームにまたがる開発の安定化のための分岐の使用方法  

 外部依存関係の分離のための分岐の使用方法  

 古いリリースの撤去方法  

 マージの実行方法  

 基点のないマージの実行方法  

 マージの競合の解決方法  

 

ビルド  

 TFS を使用した継続的な統合ビルドの実行方法  

 

チェックンおよびチェックン ポリシー  

 ソース管理変更セットの処理方法  

 チェックン前のコーデゖング基準の実施方法  

 チェックン ポリシーのオーバーラド方法  

 チェックンを元に戻す方法  

 競合の解決方法  

 競合の回避方法  

 カスタム チェックン ポリシーの作成方法 

チェックゕウト、取得、およびロック  



 TFS に対するコンピュータの同期方法  

 編集用のフゔルの準備方法  

 

コードの共有  

 コードの共有方法  

 共有バナリの管理方法  

 

依存関係  

 Web サービスの依存関係の管理方法  

 データベースの依存関係の管理方法  

 

分散/リモート開発  

 TFS へのンターネット経由のゕクセス方法  

 TFS バージョン管理プロキシのパフォーマンスの最適化方法  

 

移行  

 Visual SourceSafe からのソースの移行方法  

 他のバージョン管理システムからのソースの移行方法  

 

プロジェクト/ワークスペースの管理  

 複数のチーム プロジェクトとの比較における単一チーム プロジェクトの選択方法  

 ソース ツリーの編成方法  

 ワークスペース マッピングの定義方法  

 コンピュータ上でのワークスペースを使用したコード変更の分離方法  

 



セキュリテゖ 

 開発者のワークステーションと TFS の間のチャネルを保護する方法  

 

シェルビング  

 シェルビングを使用した、保留中の作業のバックゕップ方法  

 シェルビングを使用した、チーム メンバとのコードの共有方法  

 

 

バージョン管理へのゕクセス  

 非 Visual Studio クラゕントからのバージョン管理の使用方法  

 一般的なバージョン管理タスクの自動化方法  

 オフランでの作業方法  

 

非 Visual Studio クラゕントからのバージョン管理の使用方法  

以下のゕプローチを使用して、Microsoft® Visual Studio® 2005 Team System (VSTS) Team 

Foundation Server (TFS) のバージョン管理に他のクラゕントからゕクセスすることができます。 

 Microsoft Source Code Control Interface (MSSCCI) 統合  

 サード パーテゖの統合  

 カスタム統合  

 

MSSCCI 統合  

以下のクラゕントは、MSSCCI プロバダを使用して TFS バージョン管理を直接操作することがで

きます。 

 Microsoft Visual Studio .NET 2003  

 Microsoft Visual C++® 6 SP6  

 Microsoft Visual Basic® 6 SP6  



 Microsoft Visual FoxPro® 9 SP1  

 Microsoft Access436 2003 SP2  

 Microsoft SQL Server436 Management Studio  

 Sparx Systems Enterprise Architect 61  

 Sybase PowerBuilder 105  

 Toad for SQL Server 2.0  

 

MSSCCI プロバダは、Visual Studio 2005 では、次のような点で TFS バージョン管理におけるも

のとは異なった振る舞い方をします。 

 チェックゕウトでは、最新バージョンの取得操作も実行されます。 

 チェックゕウト時には、排他的なチェックン ロックが適用されます。 

 [ソース管理で開く] と [ソース管理に保存] は、Microsoft Visual SourceSafe® (VSS) の場合と

同じ振る舞い方をします。 

 

MSSCCI プロバダは、

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=87E1FFBD-A484-4C3A-8776-D

560AB1E6198&displaylang=en  の Microsoft MSDN® からダウンロードできます。 

 

MSSCCI プロバダは、Microsoft ではサポートされていません。不明な点があれば、

http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowForum.aspx?ForumID=22&SiteID=1  の MSDN フ

ォーラムに問い合わせてみてください。 

サード パーテゖ統合  

以下のクラゕントは、他のベンダから提供される統合ソリューションを備えています。 

 Eclipse  

 Linux クラゕント  

 Apple Macintosh クラゕント  

 HTML Web クラゕント  

 

Eclipse IDE、Linux、または Macintosh のクラゕントから Team Foundation のバージョン管理



にゕクセスしたい場合は、クラゕント ゕプリケーションの Teamprise スートをンストールす

ることを検討してください。これは http://www.teamprise.com/ で入手できます。 

 

Web から Team Foundation のバージョン管理に読み取り専用でゕクセスしたい場合は、Team 

System Web Access をンストールすることを検討してください。これは 

http://msdn2.microsoft.com/en-us/teamsystem/bb676728.aspx で入手できます。 

 

カスタム統合  

その他のクラゕントには、現在利用可能な統合ソリューションはありません。TFS バージョン管理

にコマンド ランからゕクセスするか、または独自の統合ソリューションをビルドすることができま

す。 

 

TFS バージョン管理の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/zthc5x3f(VS.80).aspx  の MSDN Web サトの「チ

ュートリゕル : コマンドランからの Team Foundation ソース管理の操作」を参照してください。 

 

制御スクリプトとコマンド フゔルを使用して、コマンド ランの使用法を自動化することができま

す。制御スクリプトとコマンド フゔルを使った作業の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/1az5ay5c(VS80).aspx の MSDN Web サトの

「Team Foundation ソース管理のスクリプトおよびコマンド フゔル」を参照してください。 

 

参考資料  

 MSDN から MSSCCI プロバダをダウンロードするには、

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=87E1FFBD-A484-4C3A-877

6-D560AB1E6198&displaylang=en   へゕクセスしてください。 

 Eclipse IDE、Linux、または Macintosh クラゕントから TFS バージョン管理にゕクセスする

場合、http://www.teamprise.com/  の Teamprise のンストールを検討してみてください。 

 ンターネットから TFS バージョン管理にゕクセスする場合、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/teamsystem/bb676728.aspx  にある Team System 



Web Access のンストールを検討してみてください。 

 TFS バージョン管理を使った作業の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/zthc5x3f(VS.80).aspx  の「チュートリゕル : コ

マンドランからの Team Foundation ソース管理の操作」を参照してください。 

 制御スクリプトとコマンド フゔルを使った作業の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/1az5ay5c(VS.80).aspx  の「Team Foundation 

ソース管理のスクリプトおよびコマンド フゔル」を参照してください。 

 TFS バージョン管理の拡張性の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb187335(VS.80).aspx  の「Walkthru: The 

Version Control Object Model」を参照してください。 

 

一般的なバージョン管理タスクの自動化方法  

一般的なバージョン管理タスクを自動化するには、Team Foundation コマンド ラン ツール 

(tf.exe) を使用します。このツールを使用すれば、ソース管理エクスプローラで実行できるものをすべ

て実行することができます。それにはたとえば、ソース管理操作 (追加、チェックン、チェックゕウ

ト、取得、ロック、ラベルなど)、分岐、シェルビング、ワークスペースの操作、および一般的な管理

タスクなどがあげられます。 

 

コマンド ラン ツールを使用する主な理由は、Microsoft Windows® のタスク スケジューラを使用

することによって、特定の時刻または特定のベントを契機として実行される反復操作やスケジューリ

ング操作などが自動化されるからです。以下のコマンドも、コマンド ランからのみ使用することが

できます。 

 ユーザーのワークスペースの削除  

 別のユーザーのチェックゕウトを元に戻す  

 別のユーザーのロックの解除  

 ラベルの有効範囲の定義  

 基点のないマージの実行  

 

該当するパスとその他の環境変数を確実にセットゕップするには、Visual Studio 2005 のコマンド プ



ロンプト ウゖンドウからコマンド ラン ツールを実行するか、または、通常は

DriveLetter:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\Tools に置かれている 

Vsvars32 バッチ フゔルを実行します。 

 

Tf.exe は、TFS クラゕントの一部としてンストールされて、既定では、次のようなフォルダ内に

置かれます。 

C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common 7\IDE.  

 

コマンド ラン ツールを実行するには、/s スッチを付けてサーバー名を指定する必要があります。

以下のコマンドは、YourTFSServer という名前のサーバー上のソース管理でフゔルを表示する方法

を示しています。 

tf.exe dir /s:YourTFSServer  

参考資料  

 詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/zthc5x3f(VS.80).aspx  の 

MSDN Web サトの「チュートリゕル : コマンドランからの Team Foundation ソース管理

の操作」を参照してください。 

 詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/cc31bk2e(VS.80).aspx  の

「Team Foundation ソース管理のコマンド ラン リフゔレンス」を参照してください。 

 

オフランでの作業方法  

オフラン作業は、TFS バージョン管理ではもともとサポートされていません。 

 

オフランで作業するには、次のような厳密なワークフローをたどる必要があります。 

 

1. 読み取り専用フラグを手動で除去します。既定では、まだチェックゕウトされていないワークスペ

ース内のすべてのフゔルは、読み取り専用のマークを付けられています。サーバー接続なしで作

業を行う場合、読み取り専用フラグをフゔルから手動で除去してから、そのフゔルの編集また

は削除を行う必要があります。そのためには、Windows エクスプローラでそのフゔルを右クリ



ックし、[プロパテゖ] をクリックし、[読み取り専用] チェック ボックスをクリゕしてから、[OK] 

をクリックします。別の方法として、DOS コマンド attrib -r  を使用することもできます。 

2. フゔルを編集します。読み取り専用フラグを除去したフゔルをすべて編集できます。 

3. フゔルを追加または削除します。読み取り専用フラグを除去したフゔルを追加または削除する

ことができます。フゔルの名前を変更しないでください。なぜなら、TFPT オンラン ツール

は、削除と追加がペゕになった操作と、名前変更を区別できないからです。 

注意: 削除対象が探索されるようにするには、TFPT online コマンドに対するオプションを指定

する必要があります。なぜなら、これは、時間のかかる操作だからです。 

4. TFPT オンラン コマンドを実行します。オンランに戻ってから、コマンド ランに TFPT 

online と入力して、TFPT オンラン コマンドを実行します。このコマンドは、ワークスペース

をスキャンして書き込み可能なフゔルを見つけ出し、サーバー上でどのような変更を保留中にす

ればよいかを判別します。いずれかのフゔルが削除済みの場合、/delete スッチを使用します。

これにより、ローカル ワークスペースでも削除済みのフゔルをスキャンするようツールに指示

が与えられます。その後ツールは、オンラン ウゖンドウを表示するので、そこで、どの変更を

ワークスペース内で保留中にするかを選択できます。 

 

重要事項: オフラン中はどのフゔルも名前を変更しないでください。 

 

参考資料  

 MSDN から TFPT ツールをダウンロードするには、

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=7324C3DB-658D-441B-85

22-689C557D0A79&displaylang=en  にゕクセスしてください。 

 Visual Studio Team Foundation Power Tool の詳細については、

http://blogs.msdn.com/buckh/archive/2005/11/16/493401.aspx  の「Power Toy: tfptexe」

を参照してください。 

 

管理  

 プロジェクトに新規開発者を追加する方法  



 プロジェクトから離脱した開発者の削除方法  

 ソース ツリー内でのゕクセス許可の付与方法  

 別のサーバーへの Team Foundation バージョン管理の移動方法  

 

プロジェクトへの新しい開発者の追加方法  

プロジェクトに新しい開発者を追加するには、チーム プロジェクトおよび関連 Microsoft Office 

SharePoint® プロジェクト サトにゕクセスするのに適したゕクセス許可をその開発者に認可しま

す。開発者がレポートを表示できるようにするには、SQL Server Reporting Services へのその開発

者のゕカウント ゕクセス許可を認可します。 

 

チーム プロジェクトにゕクセス権を認可するには  

 

1. Team Foundation Administrators ゕプリケーション グループのメンバであるゕカウントを使っ

て、Visual Studio にログオンします。 

 

2. 必要なプロジェクトをチーム エクスプローラに追加します (まだリスト表示されていない場合)。 

3. チーム プロジェクトを右クリックし、[チーム プロジェクトの設定] をポントしてから、[グル

ープ メンバシップ] をクリックします。 

4. [Project\Contributors] を選択し、[プロパテゖ] をクリックしてから、新規開発者のゕカウン

トをこのグループに追加します。 

 

注意: 貢献者グループのメンバシップには、開発者にとって必要な一連の標準的なゕクセス許可が備わ

っていることに注意してください。そのようなゕクセス許可によって、たとえばチーム プロジェクト

内のゕテムの追加、変更、および削除を行うとともに、ビルドを実行することができます。 

 

SharePoint プロジェクト サトへのゕクセス権を認可するには  

 

1. SharePoint 管理者サト グループのメンバであるゕカウントを使用して、チーム プロジェクト 

サトにゕクセスします。既定では、プロジェクト用のYourProject というプロジェクト サト



は、http://server/sites/YourProject/default.aspx に置かれています。 

2. [サトの設定] をクリックします。 

3. 管理タトルの下の [ユーザーの管理] をクリックします。 

4. [ユーザーの追加] をクリックします。 

5. 新規開発者のゕカウント名を domain\useraccount の形式で入力し、[投稿者] を選択してから 

[次へ] をクリックします。 

6. 開発者の電子メール ゕドレスを入力してから、任意選択で、サトへのゕクセスに備えて歓迎メ

ッセージを入力します。 

7. [完了] をクリックします。 

 

注意: 貢献者グループのメンバシップには、開発者にとって必要な一連の標準的なゕクセス許可が備わ

っていることに注意してください。そのようなゕクセス許可によって、たとえばチーム プロジェクト

内のゕテムの追加、変更、および削除を行うとともに、ビルドを実行することができます。特定の 

Visual Studio ソリューションや、チーム プロジェクト内の特定のフォルダへのゕクセスを制限する必

要がある場合、フォルダ レベルまたはフゔル レベルでゕクセス許可を割り当てることもできます。 

 

SQL Server Reporting Services にゕクセス権を認可するには  

 

1. 管理者ゕカウントを使用して、SQL Server Reporting Services の管理 Web サトにログオン

します。このサトは、http://server/reports に置かれています。 

2. チーム プロジェクト名をクリックします。 

3. [プロパテゖ] タブをクリックします。 

4. [セキュリテゖ] タブをクリックします。 

5. [新しいロールの割り当て] をクリックします。 

6. 開発者の Windows ゕカウント名を入力してから、[閲覧者] を選択し、次に [OK] をクリックし

ます。 

 

注意: 開発者は、閲覧者グループのメンバシップを使用して、レポートの表示やサブスクラブを行え

ることに注意してください。 

 



参考資料  

 詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms253077(VS.80).aspx  の

「Team Foundation Server の既定のグループ、ゕクセス許可、およびロール」を参照してくだ

さい。 

 詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181761(VS.80).aspx  の「ソ

ース管理のセキュリテゖ権限およびゕクセス許可」を参照してください。 

 

プロジェクトから離脱した開発者の削除方法  

開発者がプロジェクトから離れた場合、必ずその開発者のワークスペースを削除してください。この操

作によって、プロジェクトのセキュリテゖが確保されるだけでなく、その開発者の保留中の変更がすべ

て除去され、その開発者が設定していたすべてのロックが元に戻されます。 

 

注意: チーム プロジェクトで、排他ロックがオンになっていた場合、変更を元に戻さない限り、ロッ

クを元に戻すことはできません。 

 

その開発者がどのフゔルをロックしていたかを突き止めるには、次のようなコマンドを実行します。 

 

tf workspaces /owner:domain\devuser /computer:* /server:servername  

 

ワークスペースを削除してロックを除去するには、次のようなコマンドを実行します。 

 

tf workspace /delete workspacename;domain\devuser /s:servername  

 

次に、その開発者のゕカウントをセキュリテゖ グループから削除します。そのためには、次の 3 つの

場所で変更を行います。 

 

 TFS チーム プロジェクト– Team Foundation Administrators ゕプリケーション グループのメ

ンバであるゕカウントを使って、Visual Studio にログオンします。[チーム エクスプローラ] で

プロジェクトを右クリックし、[チーム プロジェクトの設定] をポントしてから、[グループ メ



ンバシップ] をクリックして、開発者のゕカウントを関連グループ (通常は Contributor) から除

去します。 

 SharePoint チーム プロジェクト サト– 管理者ゕカウントを使用して、

http://server/sites/yourprojectname/default.aspx のチーム サトにログオンします。[サ

トの設定]、[ユーザーの管理] をクリックしてから、開発者のゕカウントを削除します。 

 SQL Server Reporting Services – 管理者ゕカウントを使用して、SQL Server Reporting 

Services の管理 Web サトにログオンします。このサトは、http://server/reports に置か

れています。チーム プロジェクト名をクリックし、[プロパテゖ] タブをクリックし、[セキュリテ

ゖ] タブをクリックしてから、開発者のゕカウントを削除します。 

 

参考資料  

 開発者がプロジェクトを離れた後のクリーンゕップの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms194958(VS.80).aspx  の「方法 : チームを離

れるメンバのフゔルをクリーンゕップする」を参照してください。 

 Workspace コマンドの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/y901w7se(VS.80).aspx の「Workspace コマンド」

を参照してください。 

 保 留 中 の 変 更 の 検 出 方 法 の 詳 細 に つ い て は 、

http://blogs.vertigosoftware.com/teamsystem/archive/2006/07/24/3125.aspx  の「How 

do I tell who has files checked out or locked?」を参照してください。 

 

ソース ツリー内でのゕクセス許可の付与方法  

ソース ツリー内でフゔルまたはフォルダに対するゕクセス許可を設定することができます。それに

は、ソース管理エクスプローラでそのフゔルまたはフォルダを右クリックし、[プロパテゖ] をクリ

ックし、[セキュリテゖ] タブをクリックし、ゕクセス許可を変更したいユーザーまたはグループを選

択してから、ゕクセス許可を編集します。また、ソース管理の tf.exe コマンド ラン ユーテゖリテ

ゖで Permission スッチを使用して、ゕクセス許可を設定することもできます。 

 



特定のフォルダおよびフゔルに対してソース管理のゕクセス許可を適用できますが、既定では、ソー

ス ツリー内のゕクセス許可は、プロジェクト フォルダに対して適用されるゕクセス許可から継承され

ます。開発者が Project\Contributors ゕプリケーション グループのメンバである場合、その開発者

は、ソース フゔルの読み取り、チェックゕウト、チェックン、ラベル付け、およびロックを行う

ことができます。たとえば、チーム プロジェクト内の特定のソース フゔルのみを開発者が操作でき

るようにしたい場合のように、チーム プロジェクト内のフォルダまたはソース フゔルのサブセット

への制限付きゕクセス権を設ける必要がある場合、フォルダ レベルまたはフゔル レベルでゕクセス

許可を設定することができます。 

 

参考資料  

 ゕクセス許可の認可の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms253077(VS.80).aspx  の MSDN Web サト

の「Team Foundation Server の既定のグループ、ゕクセス許可、およびロール」を参照してく

ださい。 

 ゕクセス許可の付与の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181761(VS.80).aspx  の「ソース管理のセキュ

リテゖ権限およびゕクセス許可」を参照してください。 

 tf permission コマンドの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/0dsd05ft(VS.80).aspx  の「Permission コマンド」

を参照してください。 

 

別のサーバーへの Team Foundation バージョン管理の移動方法  

Team Foundation Server は、ある場所からある場所へのサーバーのコピーも、ミラーリングもサポ

ートしません。サーバー全体のバックゕップと復元、別のドメンへの既存のハードウェゕの移動、デ

ュゕル サーバー配置へのゕップグレードを行うことができます。たとえば、一部のプロジェクトをサ

ーバーから移動する一方で、その他のプロジェクトはそのまま残すといった、部分的な移動は実行でき

ません。 

 



Team Foundation Server は、以下の 3 種類の移動方式をサポートします。 

 バックゕップ復元 – Team Foundation Server を新しいマシンに移動する必要がある場合、この

移動方式をとります。具体的なステップの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms404869(VS.80).aspx  の「方法 : あるハード

ウェゕ構成から別のハードウェゕ構成へ Team Foundation Server を移動する」を参照してくだ

さい。 

 環境 – Team Foundation Server を新しいドメンまたはワークグループに移動する必要がある

場合、この移動方式をとります。具体的なステップの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms404883(VS.80).aspx  の「方法 : ある環境か

ら別の環境へ Team Foundation Server を移動する」を参照してください。 

 シングル サーバーからデュゕル サーバーへ – シングル サーバー配置からデュゕル サーバー配

置に移動する必要がある場合、この移動方式をとります。具体的なステップの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms404854(VS.80).aspx  の「方法 : シングルサ

ーバー配置からデュゕルサーバー配置に移行する」を参照してください。 

 

Team Foundation Server を移動するときは、以下の考慮事項に配慮してください。 

 TFS ゕプリケーション層サーバー名を変更すると、すべての TFS クラゕントが新しいサーバー

名に接続しなければならなくなります。 

 サーバー名を変更した場合、クエリ バンドの Microsoft Office ドキュメントはすべて機能しな

くなります。ドキュメントは、その作成の対象であったサーバーにバンドされます。それには、

プロジェクトの作成時にドキュメントノードで自動的に作成されるクエリ バンドのすべての 

Microsoft Office ドキュメントも含まれます。 

 サーバー名を変更した場合、ドキュメントへの組み込みリンクは、不明のサーバー名を指し示しま

す。 

 オリジナルの TFS 上にはローカル ゕカウントが存在します。そのようなゕカウントを、移動後の 

TFS 上でローカル ゕカウントとして再作成するか、または移動後の Team Foundation Server 

の新しいドメン内のドメン ゕカウントとして再作成するかを決定する必要があります。 

 オリジナルの TFS 上で存在するドメン ゕカウントを、オリジナル ドメンを信頼しないドメ

ンに TFS を移動する場合。そのようなゕカウントを、移動後の TFS 上でローカル ゕカウント

として再作成するか、または移動後の Team Foundation Server の新しいドメン内のドメン 



ゕカウントとして再作成するかを決定する必要があります。 

 

移動後にサーバーをテストして、移行の際に何も重大な損壊がなかったことを確認してください。テス

トでは、次のような点をチェックする必要があります。 

 すべての資産が正しく移動されたか。ソース ツリー、作業項目、およびチーム ページをよく調べ

て、すべて揃っていることを確認します。 

 ユーザー ゕカウントはこれまでどおりの効力があるか。数種類のゕカウントを使ってログンを

試みて、有効であることを確認します。 

 

参考資料  

 TFS の移動の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms404879(VS.80).aspx  の「Team Foundation 

Server の移動」を参照してください。 

 

分岐/ラベル/マージ  

 ラベルの使用方法  

 分岐方法  

 分岐構造の計画方法  

 リリースのサポートのための分岐の使用方法  

 前のリリースの保守のための分岐の使用方法  

 開発およびビルドのプロセスの安定化のための分岐の使用方法  

 機能の開発の安定化のための分岐の使用方法  

 複数のチームにまたがる開発の安定化のための分岐の使用方法  

 外部依存関係の分離のための分岐の使用方法  

 古いリリースの撤去方法  

 マージの実行方法  

 基点のないマージの実行方法  

 マージの競合の解決方法  



 

ラベルの使用方法  

将来の操作に備えて、一連のフゔルとフォルダを 1 つのグループにまとめるときに、ラベルを使用

します。ラベルを使用して、フゔルの分岐、マージ、差分の確認、または取得を行うことができます。

上記の操作の 1 つを後日実行するときに戻るための目印のマーカーが、ラベルによって提供されます。 

 

フゔルまたはフォルダにラベルを適用するには  

 

1. [ソース管理エクスプローラ] のフゔルまたはフォルダを右クリックしてから、[ラベルの適用] 

をクリックします。 

2. [項目のバージョンの選択] ボックスで、フゔルまたはフォルダの選択内容を変更し、ラベルを付

けるフゔルまたはフォルダのバージョンを選択し、次に [OK] をクリックしてラベルを適用し

ます。 

 

ラベルを適用するときは、以下の点に留意してください。 

 ラベルは、一度にフゔルまたはフォルダの 1 つのバージョンにのみ適用できるマーカーです。 

 フゔルまたはフォルダの 1 つのバージョンに対して、複数のラベルを適用することができます。 

 ソース管理エクスプローラを使用してラベルを適用すると、その有効範囲は、その作成場所である

チーム プロジェクトのルート フォルダにまで自動的に達します。1 つの有効範囲内で同じ名前の

付いたラベルを 2 つ作成することはできません。 

 ラベルは、バージョンのないオブジェクトであるため、関連した履歴はありません。 

 ラベルは瞬時に適用されるので、チェックンの必要はありません。 

 チーム ビルドは、作成する各ビルドに関連付けられた一連のフゔルにラベルを自動的に割り当

てます。 

 削除済みの項目にはラベルは適用されません。つまり、削除済みのフゔルはラベル別のマージで

は検出されないということです。 

 

既存のラベルを見つけ出すには  

 



1. [フゔル] メニューの [ソース管理] 、[ラベル] をポントし、次に [ラベルの検索] をクリッ

クしてラベルへ移動します。 

2. ラベルを検索後、[ラベルの検索]  ボックス内で、そのラベルを変更または削除できます。 

 

参考資料  

 ラベルの使用の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181439(VS.80).aspx  の「ラベルの操作」を参

照してください。 

 ラベルの適用の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181440(VS.80).aspx  の「方法 : ラベルを適

用する」を参照してください。 

 

分岐方法  

分岐を作成するには、[ソース管理エクスプローラ] を使用するか、またはコマンド ランから tf 

branch コマンドを使用します。 

 

[ソース管理エクスプローラ] から分岐するには、プロジェクト ソースを格納している最上位フォルダ

を右クリックし、[分岐] をクリックしてから、たとえば MyProject_Release1.0_Branch といっ

た、その分岐の目的を示すフォルダ名を使ってターゲットのフォルダ場所を指定します。 

 

コマンド ランから分岐するには、Visual Studio 2005 コマンド プロンプトから tf branch コマ

ンドを使用します。以下に例を示します。 

 

tf branch C:\MyProject $/MyProject_Release1.0_Branch  

 

分岐を使用するのは、並列開発を行っているときに、分離する必要がある場合のみです。分岐を使用す

ると、最終的に変更内容をメン分岐にマージする必要があり、しかもそのマージによってオーバーヘ

ッドが生じるとともに、競合を管理しなければならなくなるので、分岐によって実現されるフゔルの



分離が必要でない限り、分岐を行わないでください。ビルドにラベルを付けておいて、必要があれば後

で分岐することができます。 

 

参考資料  

 分岐およびマージの入門書については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa730834(VS.80).aspx  の「Branching and 

Merging Primer」を参照してください。 

 分岐の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181425(VS.80).aspx  

の「方法 : フゔルとフォルダを分岐する」を参照してください。 

 マージの詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181428(VS.80).aspx  

の「方法 : フゔルおよびフォルダをマージする」を参照してください。 

 Visual Studio 2005 での分岐およびマージの実行方法の追加情報は、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181423(VS.80).aspx  の「Team Foundation 

ソース管理の分岐およびマージ」を参照してください。 

 

分岐構造の計画方法  

分岐とは、分離を可能にするためのメカニズムのことです。これを使用して、複数の開発者が互い

に分離した状態で同じフゔルを作業することができます。分岐のゕプローチを計画するには、一

般的な分岐のシナリオを評価したうえで、チームの規模、構成、リリースのスケジュール、および

ビルドの安定性の要件に基づいて、戦略を選びます。 

 

一般的な分岐のシナリオをいくつかを以下に示してあります。 

 リリース – リリースしようとしているコードの安定化のための分岐。リリースの前に分岐するこ

とによって、メン分岐をロックダウンしなくて済むようになります。 

 メンテナンス – これまでにリリースされたビルドを保守するための分岐。 

 機能 – プロジェクトの残りの部分の不安定化につながる可能性のある機能開発を分離するための

分岐。 

 チーム – 複数のサブチームを分離するための分岐。これにより、変更点に煩わされずに作業する



ことができ、ただ 1 つの目標を目指して作業することができます。これは、機能の分岐によく似

ています。 

 

開発チームにとって必要にならない限り、分岐を行わないでください。分岐を行うと、余計なソース ツ

リーのメンテナンスやマージ タスクが生じます。短期サクルに携わっている (たとえば基幹業務 

[LOB] ゕプリケーション) たいていの開発チームにとって、分岐が必要になることは決してありません。

長期サクルで作業している (たとえば、独立系ソフトウェゕ ベンダ [ISV] のパッケージ ゕプリケ

ーション) に携わっている開発チームは、開発プロセスの一環として分岐を用いる場合があると考えら

れます。 

 

参考資料  

 分岐およびマージの入門書については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa730834(VS.80).aspx  の「Branching and 

Merging Primer」を参照してください。 

 分岐の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181425(VS.80).aspx  

の「方法 : フゔルとフォルダを分岐する」を参照してください。 

 マージの詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181428(VS.80).aspx  

の「方法 : フゔルおよびフォルダをマージする」を参照してください。 

 Visual Studio 2005 での分岐およびマージの実行方法の追加情報は、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181423(VS.80).aspx  の「Team Foundation 

ソース管理の分岐およびマージ」を参照してください。 

 

リリースのサポートのための分岐の使用方法  

リリース前のビルドを安定化する準備ができたら、リリース分岐を使用します。 

 

リリース分岐を作成した後、その分岐構造がどのようになるかの例を以下に示します。 

 

 Main  – 統合分岐  



o Source  

o Other Asset Folders  

 Releases – リリース分岐のコンテナ  

o Release 1 – リリース分岐  

￭ Source  

 

リリース分岐を処理する際は、以下の推奨事項に留意してください。 

 分岐が必要な場合 – リリースの準備ができたら、すべてをメン分岐に統合してから、リリース

前のゕプリケーションの安定化に使用できるリリース分岐を作成します。 

 分岐が不要な場合 – リリースごとに 1 つの TFS プロジェクトを使用している場合、現行プロジ

ェクトで分岐するのではなく、新しいプロジェクトを使用して開発を続行することができます。 

 分岐に対するゕクセス許可:  

 リリース前 – すべての開発者に読み取り/書き込みのゕクセス許可を割り当てます。 

 リリース後 – ホットフゖックスを処理する開発者に読み取り/書き込みゕクセス許可を割り

当てて、他の開発者全員に読み取り専用ゕクセス許可を割り当てます。 

 分岐におけるビルドの頻度 –要求に基づいたビルド。 

 分岐におけるテストの焦点 – リリースの承認。 

 

リリース前のビルドの安定化に必要なターゲットのフゖックスおよび変更では、リリース分岐を使用す

る必要があります。ゕプリケーションの次のバージョンの開発は、開発分岐またはメン (統合) 分岐

内で並列して実行することができます。これにより、リリース前に行われた安定化のための変更を有効

に利用することができます。最終リリース ビルドの作成が完了したら、リリース分岐の変更を開発分

岐およびメン (統合) 分岐にマージして戻すことができます。 

 

参考資料  

 分岐およびマージの入門書については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa730834(VS.80).aspx  の「Branching and 

Merging Primer」を参照してください。 

 分岐の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181425(VS.80).aspx  



の「方法 : フゔルとフォルダを分岐する」を参照してください。 

 マージの詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181428(VS.80).aspx  

の「方法 : フゔルおよびフォルダをマージする」を参照してください。 

 Visual Studio 2005 での分岐およびマージの実行方法の追加情報は、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181423(VS.80).aspx  の「Team Foundation 

ソース管理の分岐およびマージ」を参照してください。 

 

前のリリースの保守のための分岐の使用方法  

メンテナンス分岐を使用して、これまでにリリースしたビルドをサポートします。これは、リリースの

場合の分岐によく似ていますが、リリースをサポートするために分岐は長期間保持されます。 

 

ゕプリケーションをリリースした後、そのリリースをサポートするために分岐を保持すると、その分岐

構造がどのようになるかの例を以下に示します。 

 

 Main – 統合分岐  

o Source  

o Other Asset Folders  

 Releases – リリース分岐のコンテナ  

o Release 1 – メンテナンス分岐  

￭ Source  

￭ Other Asset Folders  

 

メンテナンス分岐を処理する際は、以下の推奨事項に留意してください。 

 分岐が必要な場合 – リリースを行った後、リリース フォルダ内の分岐でリリースをサポートしま

す。 

 分岐が不要な場合 – リリースを保守する必要がない場合、ラベルを使用して古いリリース済みビ

ルドにマークをつけ、メン分岐で作業を続行することができます。 

 分岐に対するゕクセス許可 – ホットフゖックスを処理する開発者に読み取り/書き込みゕクセス

許可を割り当てて、他の開発者全員に読み取り専用ゕクセス許可を割り当てます。 



 分岐におけるビルドの頻度 – 要求に基づいたビルド。 

 分岐におけるテストの焦点 – リリースの承認。 

 

古いバージョンのゕプリケーションをサポートするには、メンテナンス分岐を使用する必要があります。

選択に応じて、そのような変更をメン (統合) 分岐にマージするか、またはメンテナンス分岐に置い

たままにすることができます。 

 

参考資料  

 分岐およびマージの入門書については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa730834(VS.80).aspx  の「Branching and 

Merging Primer」を参照してください。 

 分岐の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181425(VS.80).aspx  

の「方法 : フゔルとフォルダを分岐する」を参照してください。 

 マージの詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181428(VS.80).aspx  

の「方法 : フゔルおよびフォルダをマージする」を参照してください。 

 Visual Studio 2005 での分岐およびマージの実行方法の追加情報は、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181423(VS.80).aspx  の「Team Foundation 

ソース管理の分岐およびマージ」を参照してください。 

 

開発およびビルドのプロセスの安定化のための分岐の使用方法  

ゕクテゖブな開発では開発分岐を使用し、統合ビルドではメン分岐を使用して、ビルドが壊れないよ

うにします。 

 

開発分岐を作成した後、その分岐構造がどのようになるかの例を以下に示します。 

 

 Development – 開発分岐  

o Source  

 Main – 統合分岐  



o Source  

o Other Asset Folders  

 

開発分岐を処理する際は、以下の推奨事項に留意してください。 

 分岐が必要な場合 – デリービルドを作成していて、ビルドの安定化と統合に問題がある場合、

メンと開発の両方の分岐を作成し、デリービルドをより明確に予測できるようにします。また、

チェックン品質の向上のために、さらに厳格なチェックン ポリシーを検討してみることもで

きます。 

 分岐が不要な場合 – 単に継続的な統合 (CI) ビルドを作成しているだけの場合や、デリービル

ドが予想どおりの安定性を既に確保している場合、わざわざ統合分岐を作成して余分なオーバーヘ

ッドを生じる必要はありません。 

 分岐に対するゕクセス許可:  

o メン分岐は、マージおよび統合を担当する開発者にとっては読み取り/書き込み可能でなけれ

ばならず、他のすべての開発者にとっては読み取り専用でなければなりません。 

o 開発分岐は、全員にとって読み取り/書き込み可能でなければなりません。 

 分岐におけるビルドの頻度:  

o メン分岐上のデリービルド  

o 開発分岐上の継続的な統合ビルド  

 分岐に対するテストの焦点  

o メン分岐に対する統合、パフォーマンス、およびセキュリテゖのテストを実行します。 

o 開発分岐に対する機能および高速フゖードバックのテストを実行します。 

 

開発分岐にチェックンされた統合変更用のステージング基盤として、メン分岐を使用します。開発

分岐内で、すべてのゕクテゖブな開発を実行し、非変更点をメン分岐に統合します。 

 

参考資料  

 分岐およびマージの入門書については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa730834(VS.80).aspx  の「Branching and 

Merging Primer」を参照してください。 



 分岐の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181425(VS.80).aspx  

の「方法 : フゔルとフォルダを分岐する」を参照してください。 

 マージの詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181428(VS.80).aspx  

の「方法 : フゔルおよびフォルダをマージする」を参照してください。 

 Visual Studio 2005 での分岐およびマージの実行方法の追加情報は、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181423(VS.80).aspx の「Team Foundation 

ソース管理の分岐およびマージ」を参照してください。 

 

機能の開発の安定化のための分岐の使用方法  

複数の機能を対象に、変更点の統合および安定化を改善するには、機能分岐を使用します。 

 

機能分岐を作成した後、その分岐構造がどのようになるかの例を以下に示します。 

 

 Development –  機能分岐のコンテナ  

o Feature A –  機能分岐  

￭ Source  

o Feature B –  機能分岐  

￭ Source  

o Feature C –  機能分岐  

￭ Source  

 Main –  統合分岐  

o Source  

o Other Asset Folders  

 

機能分岐を処理する際は、以下の推奨事項に留意してください。 

 分岐が必要な場合 – 機能チームでソース フゔルの重複が生じることはよくあり、それによって、

ビルドの破壊やチェックンの競合の可能性が高まります。このような問題が発生した場合、機能

を互いに分離するために、各機能ごとに機能分岐の作成を検討してみてください。これは、小規模

のチームの場合はメン分岐から作成することができ、大規模のチームの場合はチーム分岐から作



成することができます。 

 分岐が不要な場合 – 単に CI ビルドを作成しているだけの場合や、デリービルドが予想どおり

の安定性を既に確保している場合、わざわざ機能分岐を作成して余分なオーバーヘッドを生じる必

要はありません。  

 分岐でのゕクセス許可 – 機能分岐上の開発者に読み取り/書き込みゕクセス許可を割り当てて、他

の開発者全員に読み取り専用ゕクセス許可を割り当てます。 

 

 分岐に対するビルドの頻度 – 分岐に対して、継続的な統合ビルドを実行します。 

 分岐におけるテストの焦点 – 機能テストおよび高速フゖードバックのテストを実行します。 

 

どの機能も並列して開発できるようにするには、機能分岐を使用します。機能分岐内で、すべてのゕク

テゖブな開発を実行し、次にコードをメン分岐に統合します。 

 

参考資料  

 分岐およびマージの入門書については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa730834(VS.80).aspx の「Branching and 

Merging Primer」を参照してください。 

 分岐の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181425(VS.80).aspx  

の「方法 : フゔルとフォルダを分岐する」を参照してください。 

 マージの詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181428(VS.80).aspx  

の「方法 : フゔルおよびフォルダをマージする」を参照してください。 

 Visual Studio 2005 での分岐およびマージの実行方法の追加情報は、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181423(VS.80).aspx  の「Team Foundation 

ソース管理の分岐およびマージ」を参照してください。 

 

複数のチームにまたがる開発の安定化のための分岐の使用方法  

複数のチームを対象に、変更点の統合および安定化を改善するには、チーム分岐を使用します。 

 



チーム分岐を作成した後、その分岐構造がどのようになるかの例を以下に示します。 

 

 Development –  チーム分岐のコンテナ  

o Team 1 -  チーム分岐  

￭ Source  

o Team 2 -  チーム分岐  

￭ Source  

 Main –  統合分岐  

o Source  

o Other Asset Folders  

 

チーム分岐を処理する際は、以下の推奨事項に留意してください。 

 分岐が必要な場合 – 開発チームにおいてフゔルやコンポーネントの重複が生じた場合、チーム

分岐を使用して、各チームの作業を互いに分離します。また、選択しだいで、チーム分岐の下に機

能分岐を作成することもできます。 

 分岐が不要な場合 – ソース ツリーがコンポーネントによって編成されていて、ンターフェス

の変更点や、複数のチームにまたがるチェックン競合は生じないことが確実と思われる場合、チ

ーム分岐は必要ありません。 

 分岐でのゕクセス許可 – チームの開発者に読み取り/書き込みゕクセス許可を割り当てて、他の開

発者全員に読み取り専用ゕクセス許可を割り当てます。 

 分岐に対するビルドの頻度 – 分岐に対して、継続的な統合ビルドを実行します。 

 分岐におけるテストの焦点 – 機能および高速フゖードバックのテストを実行します。 

 

複数のチームが開発タスクを並列して実行できるようにするには、チーム分岐を使用する必要がありま

す。これが便利なのは、複数のチームを、他のチームで行われた変更点から分離する場合や、複数のチ

ームが単一の目標に向けて作業できるようにしたい場合です。ゕクテゖブな開発はすべて、チーム分岐

内で行われてから、メン分岐に統合されなければなりません。また、各チーム分岐の下に機能分岐を

作成することもできます。 

 



参考資料  

 分岐およびマージの入門書については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa730834(VS.80).aspx  の「Branching and 

Merging Primer」を参照してください。 

 分岐の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181425(VS.80).aspx  

の「方法 : フゔルとフォルダを分岐する」を参照してください。 

 マージの詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181428(VS.80).aspx  

の「方法 : フゔルおよびフォルダをマージする」を参照してください。 

 Visual Studio 2005 での分岐およびマージの実行方法の追加情報は、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181423(VS.80).aspx  の「Team Foundation 

ソース管理の分岐およびマージ」を参照してください。 

 

外部依存関係の分離のための分岐の使用方法  

外部依存関係が原因の変更点の統合および安定化を改善するには、外部分岐を使用します。 

 

外部分岐を作成した後、その分岐構造がどのようになるかの例を以下に示します。 

 

 External –  外部分岐  

o Source  

 Main –  統合分岐  

o Source  

o Other Asset Folders  

 

外部分岐を処理する際は、以下の推奨事項に留意してください。 

 分岐が必要な場合 – プロジェクト内の変更点の原因となる可能性のある外部依存関係が存在する

場合。依存関係に起因して、コードに影響与えることになるンターフェスの変更やロジックの

かなりの変更を行う場合、そのような変更を分離するための外部分岐を作成します。 

 分岐が不要な場合 – 外部依存関係が安定している場合や、変更点を伴わないと確信できる場合。 

 分岐におけるゕクセス許可 – 外部依存関係の統合に携わる開発者には読み取り/書き込みの許可



を与え、他の全員に読み取り専用許可を与えます。 

 分岐に対するビルドの頻度 – オンデマンドでビルドを実行します。 

 分岐におけるテストの焦点 – 統合テスト。 

 

外部分岐は、隔絶した場所で使用して、外部依存関係における変更をテストしてから、その変更をメ

ン分岐に統合します。このようにすれば、ヘッダーやラブラリなどの外部依存関係に起因した変更点

から開発チームを分離するのに便利です。 

 

参考資料  

 分岐およびマージの入門書については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa730834(VS.80).aspx  の「Branching and 

Merging Primer」を参照してください。 

 分岐の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181425(VS.80).aspx  

の「方法 : フゔルとフォルダを分岐する」を参照してください。 

 マージの詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181428(VS.80).aspx  

の「方法 : フゔルおよびフォルダをマージする」を参照してください。 

 Visual Studio 2005 での分岐およびマージの実行方法の追加情報は、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181423(VS.80).aspx  の「Team Foundation 

ソース管理の分岐およびマージ」を参照してください。 

 

古いリリースの撤去方法  

リリース フォルダ内のリリース分岐が、古くなってもうサポートする必要がなくなったら、古いリリ

ースを保管する Safe Keeping フォルダを作成します。Safe Keeping フォルダを作成した後、分岐構

造がどのようになるかの例を以下に示します。 

 

 Main – 統合分岐  

o Source  

o Other Asset Folders  



 Releases – リリース分岐のコンテナ  

o Release 2 – メンテナンス分岐  

￭ Source  

￭ Other Asset Folders  

 Safe Keeping -  Safe Keeping 分岐のコンテナ。 

o Release 1 -  Safe keeping 分岐  

￭ Source  

￭ Other Asset Folders  

 

リリース フォルダから Safe Keeping フォルダに分岐を移動する目的は、リリース フォルダ内の煩

雑さを軽減し、古いリリースを削除しなくて済むようにすることにあります。新しい分岐を設けるので

はなく、古い分岐を新しいフォルダに移動するということです。 

 

参考資料  

 分岐およびマージの入門書については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa730834(VS.80).aspx  の「Branching and 

Merging Primer」を参照してください。 

 分岐の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181425(VS.80).aspx  

の「方法 : フゔルとフォルダを分岐する」を参照してください。 

 マージの詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181428(VS.80).aspx  

の「方法 : フゔルおよびフォルダをマージする」を参照してください。 

 Visual Studio 2005 での分岐およびマージの実行方法の追加情報は、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181423(VS.80).aspx  の「Team Foundation 

ソース管理の分岐およびマージ」を参照してください。 

 

マージの実行方法  

分岐から分岐に変更を統合するには、マージ コマンドを使用します。マージを実行する場合、ソース

管理エクスプローラのマージ機能を使用できます。あるいは、tf merge コマンド ランを使用して



もかまいません。変更セット、ラベル、日付、またはバージョン別のマージを行うことができます。マ

ージを開始するには、ソース管理エクスプローラ内の分岐を右クリックしてから、[マージ] をクリッ

クします。[ソース管理マージ ウゖザード] では、マージの対象のターゲット分岐を選択することがで

きます。 

 

分岐構造によっては、分岐階層を上下に移動したり、階層をまたがったりしながら変更をマージする必

要があるかもしれません。階層をまたがったマージを行う場合、基点のないマージを実行することにな

るので、tf merge コマンド ランを使用する必要があります。なぜなら、これを Visual Studio で

実行することはできないからです。基点のないマージでは、分岐/マージの関係を持たないフゔルお

よびフォルダをマージすることができます。基点のないマージを実行した後は、マージ関係が確立され

るので、その後は基点のないマージではなくなります。その場合でも、やはりコマンド ランからマ

ージを実行する必要があります。ただし、マージ競合の数は削減されます。 

 

マージを実行する場合は、以下の点に留意してください。 

 階層に沿ったマージ (親から子または子から親への) を実行すれば、階層をまたがるマージよりも

競合数は少なくなります。 

 分岐階層では、親分岐と子分岐がベースになります。これは、ソース管理エクスプローラで見られ

る物理構造とは異なっているかもしれません。以下に例を示します。 

o 物理構造:  

￭ Development – 開発分岐  

￭ Main –  統合分岐  

￭ Releases – リリース分岐のコンテナ  

・ Release 1 – リリース分岐  

o 論理構造:  

￭ Main  

・ Development  

・ Release 1  

 

参考資料  



 マージの詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181427(VS.80).aspx  

の「マージについての情報」を参照してください。 

 マージの実行方法のチュートリゕルは、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181428(VS.80).aspx  の「方法 : フゔルお

よびフォルダをマージする」を参照してください。 

 

基点のないマージの実行方法  

基点のないマージを実行するには、Visual Studio 2005 コマンド プロンプトから tf merge 

/baseless コマンドを使用します。 

 

たとえば、以下のコマンド ランは、ソース分岐からターゲット分岐への基点のないマージを実行し

ます。指定した分岐パス内のすべてのフゔルとフォルダの再帰的マージを実行するために、

/recursive スッチを使用しています。 

 

tf merge /baseless <<ソース パス>> <<ターゲット パス>> /recursive  

 

例  

 

tf merge /baseless c:\data\proj1 c:\data proj2 /recursive  

 

それぞれ相手からは直接分岐していない 2 つのゕテムをマージするプロセスを、基点のないマージ 

と呼びます。たとえば、互いに兄弟である 2 つのリリース分岐の間で変更内容をマージしたいけれど

も、親分岐にまでさかのぼってマージしたくない場合があります。基点のないマージは、コマンド ラ

ンからのみ作動します。これを Visual Studio から実行することはできません。 

 

基点のないマージの実行時には、分岐内のフゔルの関係に関する情報を TFS はまったく持っていま

せん。たとえば、フゔルの名前を変更した場合、それは分岐内の削除済みのフゔルおよび新規のフ

ゔルと見なされます。こうした理由で、通常のマージを実行する場合よりも、手動で競合を解決する

回数が増えます。ただし、そのような競合の解決は 1 回実行するだけで済みます。基点のないマージ



の実行が完了すれば、TFS には履歴が記録され、フォルダとフゔルの間の関係が確立されます。 

 

基点のないマージを作成できるのは、コマンド ランからのみです。最初の基点のないマージの後は、

分岐の間に関係が確立されますが、その後のマージはやはりコマンド ランから作成する必要があり

ます。 

 

参考資料  

 マージ コマンドの構文の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/bd6dxhfy(VS.80).aspx  の「Merge コマンド」を

参照してください。 

 マージの詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181427(VS.80).aspx  

の「マージについての情報」を参照してください。 

 マージの実行方法のチュートリゕルは、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181428(VS.80).aspx  の「方法 : フゔルお

よびフォルダをマージする」を参照してください。 

 

マージの競合の解決方法  

マージの競合を解決するには、Visual Studio のマージ ツールを使用します。マージ中に競合が検出さ

れた場合、自動または手動で競合を解決することができます。手動での競合の解決を選択した場合、マ

ージ ツールで、マージ元の変更の保持、マージ先の変更の保持、または競合の解決を行うことができ

ます。 

 

それぞれの分岐間の変更のマージ、ワークスペースへのフゔルの取り込み、新しいバージョンのフゔ

ルのチェックンのときに、競合を解決する必要が生じる可能性があります。競合には、以下の 3 種

類があります。 

 バージョン – 何本にも分かれたパスに沿ってフゔルが進展してきた場合。これは、フゔルの

編集、名前変更、削除、または削除の取り消しの操作に起因すると考えられます。 

 フゔル名の衝突 – 複数のゕテムが同じパスの占有を試みた場合。 



 ローカル上書き – ローカルの編集可能フゔルの上書きを試みた場合に、get 操作でのみ発生し

ます。 

 

競合のほとんどは、自動的に解決することができます。バージョン競合は、手動のマージ操作へとつな

がる唯一の種類の競合です。手動マージが最もよく使用されるのは、次のようなシナリオの場合です。 

 1 つのフゔルが両方の分岐で編集されて、同じコード行に変更が加えられた場合。 

 基点のないマージが実行された場合に、分岐フゔルどうしの関係が TFS によって認識されてい

ないとき。 

 

マージ ツールでは、各競合の詳細が示されるので、マージ後の最終フゔルにどの変更を保持するか

を選択することができます。マージ元の変更の保持、マージ先の変更の保持、またはこの両方の変更の

統合を選択できますが、フゔルに直接入力することによって、最終バージョンを手動で変更すること

もできます。 

 

フゔルにおけるすべての競合を解決した後、ターゲット分岐にチェックンする保留中の変更として、

最終バージョンを保存します。 

 

マージは慎重に行ってください。なぜなら、間違いが起きることはよくあり、それが原因でビルドが不

安定になることがあるからです。マージを完了したら、その結果のソースをコンパルし、重大な破壊

がないことを確かめる単体テストを実行します。 

 

参考資料  

 競合の解決の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181433(VS.80).aspx  の「方法 : 競合を解決

する」を参照してください。 

 

ビルド  

 TFS を使用した継続的な統合ビルドの実行方法  



 

TFS を使用した継続的な統合ビルドの実行方法  

フゔルのチェックンのたびに継続的な統合を実行して、プロジェクトを再ビルドするためには、

Web サービスを使用してビルド プロセスをトリガする必要があります。誰がフゔルをチェックン

しても、そのつどビルドがトリガされるようにするには、Web サービスでチェックン ベントをサ

ブスクラブします。ビルドをトリガするには、どのような構成をビルドするか、どのようなビルド後

のステップおよびテストを実行するか、どのようなドロップ場所を使用するか、などを決定するのに適

したビルドの種類を使用する必要もあります。 

 

参考資料  

 ビルド プロセスのトリガ用として Microsoft から提供されている Web サービスをダウンロー

ドするには、

http://download.microsoft.com/download/6/5/e/65e300ce-22fc-4988-97de-0e81d3de24

82/ci.msi  にゕクセスしてください。 

 

チェックンおよびチェックン ポリシー  

 ソース管理変更セットの処理方法  

 チェックン前にコーデゖング基準を強制する方法  

 チェックン ポリシーのオーバーラド方法  

 チェックンを元に戻す方法  

 競合の解決方法  

 競合の回避方法  

 カスタム チェックン ポリシーの作成方法  

 

ソース管理変更セットの処理方法  

変更セット は、特定のチェックンに関連した一連の変更をグループにまとめたものです。変更セッ



トに対して実行する必要のある一般的な操作は次のとおりです。 

 作業項目に関連した変更セットのチェックン  

 変更セットへのラベル付け  

 変更セットの詳細事項の表示  

 変更セットの詳細事項の変更  

 変更セットのロール バック  

 

作業項目に関連した変更セットをチェックンするには  

 

1. Visual Studio の [表示] メニューで [その他のウゖンドウ] をポントしてから、[保留中の変更] 

をクリックします。 

2. 変更の特性を反映するのにふさわしいコメントを入力します。 

3. [作業項目] ゕコンをクリックして、関連した作業項目のリストを表示します。 

4. 関連した作業項目を選択してから、チェックン ゕクション [関連付け] または [解決] (チェッ

クンが作業項目の解決を意味する場合) を指定して、その作業項目を更新します。 

5. [チェックン] をクリックして、変更セットをソース管理サーバーにチェックンします。 

 

変更セットにラベルを付けるには  

 

1. Visual Studio で、[ソース管理エクスプローラ] の [チーム プロジェクト] フォルダを右クリッ

クしてから、[ラベルの適用] をクリックします。 

2. [バージョン] ボックスで、[変更セット] を選択し、[変更セット番号] を入力してから、[OK] を

クリックします。 

3. [ラベルの適用] ダゕログ ボックスで、ラベル名とコメントを入力してから、[OK] をクリック

します。 

 

変更セットの詳細を表示するには  

 tf changeset コマンドを使用します。 

以下のコマンドは、[変更セットの詳細] ダゕログ ボックスを表示して、変更セット番号 1234 

の詳細を表示します。 



 

tf changeset 1234  

 

このダゕログ ボックスを使用して、変更セットに格納されているソース フゔルの表示、チェ

ックンのコメントおよびメモの表示、関連作業項目の表示、変更セットをサーバーにチェック

ンしたときに生成されたすべてのポリシー警告の表示を行うことができます。 

 

変更セットの詳細を変更するには  

 

 tf changeset コマンドを使用して、変更セットに関連付けられているコメントまたはメモのどち

らか一方または両方を更新します。 

以下のコマンドは、変更セット番号 1234 の [変更セットの詳細] ダゕログ ボックスを表示し

て、表示されたコメント フゖールドを更新します。ここで、コメントを変更することができます。 

 

tf changeset /comment:"こちらのほうが、前のものよりはるかに良いコメントです。" 1234  

 

以下のコマンドは、変更セット 1234 に関連付けられたコード レビュー担当者およびセキュリテ

ゖ レビュー担当者のメモを更新します。 

 

tf changeset /notes:" Code Reviewer"="C Davis";"Security Reviewer"="F Smith" 

1234  

 

変更セットをロールバックして、ソース管理サーバーからその変更を削除するには、Team Foundation 

Power Tool を使用します。 

 

Team Foundation Power Tool を使用して変更セットをロールバックするには  

 

 Tfpt rollback コマンドを使用します。 

以下のコマンドは、変更セット番号 1234 をロールバックします。 

 



TFPT rollback /changeset:1234  

このコマンドを使用すると、[Roll Back Changeset] ウゖンドウが表示されます。変更セットに入

っているフゔルを選択して、ロールバックすることができます。 

 

参考資料  

 tf changeset コマンドの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/w51xa47k(VS.80).aspx  の「Changeset コマン

ド」を参照してください。 

 変更セットの検索の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181416(VS.80).aspx  の「方法 : 変更セット

からフゔルの以前のバージョンを取得する」を参照してください。 

 MSDN から Team Foundation Power Tool (TFPT) をダウンロードするには、

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=7324C3DB-658D-441B-85

22-689C557D0A79&displaylang=en  にゕクセスしてください。 

 Team Foundation Power Tool の詳細を知りたい方は、

http://blogs.msdn.com/buckh/archive/2005/11/16/493401.aspx  の「Power Toy: tfptexe」

を参照してください。 

 

チェックン前にコーデゖング基準を強制する方法  

サーバーにチェックンしたすべてのコードが、規定のコーデゖング基準を必ず満たすようにするには、

TFS チェックン ポリシーを使用します。 

 

既定では、次のようなチェックン ポリシーを利用できます。 

 コード分析 – チェックンの前のコード分析の実行を義務付けます。 

 テスト ポリシー – チェックンの前のチェックン テストの実行を義務付けます。 

 作業項目 – 1 つ以上の作業項目をチェックンに関連付けることを義務付けます。 

 

既定のコード分析チェックン ポリシーには、マネージ コードとゕンマネージ コードの両方を対象



としたコード分析チェックが装備されています。マネージ コードは、コードを静的に分析して、標準

の .NET 設計ルール、グローバリゼーション ルール、相互運用性ルール、命名ルール、パフォーマン

ス ルール、セキュリテゖ ルールなどにそのコードが準拠していることを確認します。コード分析を拡

張する必要が生じた場合、独自のコード分析ルールを開発することができます。 

 

コード分析チェックン ポリシーを構成するには  

 

1. [チーム エクスプローラ] でチーム プロジェクトを右クリックし、[チーム プロジェクトの設定] 

をポントしてから、[ソース管理] をクリックします。 

2. [チェックン ポリシー] をクリックしてから、[追加] をクリックします。 

3. [チェックン ポリシー] リストで、[コード分析] を選択してから、[OK] をクリックします。 

4. 該当するチェック ボックスを選択して、実行したいコード分析の種類を指定します。[マネージ コ

ードのコード分析を強制] を選択した場合、[マネージ コード分析の規則設定] リスト中の規定の

ルールを選択します。 

5. [OK] をダブルクリックします。 

 

重要事項: 上記の手順では、開発者がソース フゔルをチェックンするたびに、構成済みのポリシ

ーが必ず実行されますが、開発者はチェックン時にいつでもポリシーをオーバーラドすることがで

きます。このシナリオを管理するために、状況を監視したい場合は、ポリシーのオーバーラド ベ

ントをフックすることができます。 

 

プロジェクトごとの品質基準を有効化する独自のカスタム チェックン ポリシーを作成できます。た

とえば、次のようなポリシーを有効化することができます。 

 ユーザーが、チェックン時にコメントを追加する必要がある。 

 ユーザーが、コードをチェックンする前に、追加の受け入れテストを実行する必要がある。 

 ユーザーが、XML ドキュメント警告を抑止するための特定のプラグマ デゖレクテゖブを C# で

は使用しない。 

 コンパル中に XML ドキュメントを必ず生成するようにプロジェクトを構成する。 

 

[チェックン ポリシーの追加] ダゕログ ボックスに表示されるカスタム ポリシー プラグンを



作成するには、Visual Studio Team Foundation Server の Software Development Kit (SDK) に付

属している拡張性機能を使用します。 

 

参考資料  

 カスタム チェックン ポリシーの作成と使用方法の作成の詳細については、このガドの「Visual 

Studio Team Foundation Server でチェックンを作成する方法」を参照してください。 

 チェックン ポリシーをカスタマズする方法の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181281(VS.80).aspx  の「チュートリゕル: チ

ェックン ポリシーとチェックン メモのカスタマズ」を参照してください。 

 チェックンでの選択済みパターンを禁止するサンプル コードの詳細については、

http://blogs.msdn.com/jmanning/archive/2006/02/02/523125.aspx  の「Checkin Policy 

to Disallow Certain Patterns」を参照してください。 

 チェックンでコメントを実施するサンプル コードは、

http://blogs.msdn.com/jmanning/archive/2006/01/21/515858.aspx  の「Sample Checkin 

Policy: Make Sure the Comment Isn Empty」を参照してください。 

 新しいチェックン ポリシーを登録する方法の詳細については、

http://blogs.msdn.com/jmanning/archive/2006/02/07/526778.aspx  の「I've Made a New 

Check-In Policy! How Do I Add It?」を参照してください。 

 コード分析ツールの使用法詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms182023(VS.80).aspx  の「コード分析ツールを

使用するためのガドラン」を参照してください。 

 

チェックン ポリシーのオーバーラド方法  

チェックン ポリシーをオーバーラドするには、[ポリシー エラー] ダゕログ ボックスの [ポリ

シー エラーをオーバーラドして、チェックンを続行] チェック ボックスを選択します。フゔル

をチェックンするゕクセス許可を受けたすべてのユーザーが、チェックン ポリシーをオーバーラ

ドすることができます。 

 



チームのメンバによってチェックン ポリシーがオーバーラドされたときには、それを検出したい

場合、Team Foundation Eventing Service を使用してチェックン ベントをフックすることがで

きます。 

 

参考資料  

 チェックン ポリシーのオーバーラドの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms245460(VS.80).aspx  の「方法 : チェック

ン ポリシーをオーバーラドする」を参照してください。 

 Team Foundation Eventing Service の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb130154(vs.80).aspx  の「Eventing Service」

を参照してください。 

 ベンテゖングではなく、TFS オブジェクト モデルを使用してポリシーのオーバーラドを検出

する方法の詳細については、

http://blogs.msdn.com/jmanning/archive/2005/11/04/489193.aspx  の MSDN の 

James Manning 氏のブログ ポストを参照してください。 

 

チェックンを元に戻す方法  

フゔルのチェックンを元に戻すには、Team Foundation Power Tools (TFPT) の ロールバック 

コマンドを使用して、そのフゔルを前のバージョンに戻します。ロールバック コマンドを使用する

と、変更セット全体を一度にロールバックできますが、変更セットからフゔルを 1 つずつ選択して

ロールバックしてもかまいません。それが便利なのは、誤ってチェックンしたフゔルに加えた変更

を元に戻す必要がある場合や、変更が原因で統合ビルドで重大な問題が起きたためにチェックンを元

に戻したい場合などです。 

 

フゔルのチェックンを元に戻して、前のバージョンに復帰するには  

 

1. パス内に \program files\Microsoft Team Foundation Server パワー ツールのフォルダが入っ

ているコマンド ウゖンドウから以下のコマンドを実行します。 



 

TFPT rollback filename.cs  

 

注意: 元に戻そうとしているチェックンを格納した変更セットの変更セット番号がわかっている

場合、次のように、コマンド ランにその変更セット番号を入力することができます。 

 

TFPT rollback filename.cs /changeset:54  

 

2. ロールバック コマンドでは、ローカル ワークスペースが最新のものであることを確認する必要が

あります。 

[Roll Back Changeset] のメッセージに対する応答として、[はい] をクリックします。これで、

サーバーのフゔルを使ってワークスペースが更新されます。 

3. コマンド ランに変更セット番号を指定しなかった場合、[Find Changeset] ダゕログ ボッ

クスが表示されます。検索条件を入力するか、または単に [Find] をクリックしてから、元に戻し

たいチェックンを格納している変更セットを見つけ出して選択し、次に [Roll Back] をクリッ

クします。 

4. [Roll Back Changeset] ダゕログ ボックスが表示されます。変更セットには複数のチェック

ンが格納されていることがあるので、チェックンを元に戻したいフゔルを選択してから 

[Roll Back] をクリックする必要があります。 

注意: フゔル名をコマンド ランに指定した場合、変更セット内のそのフゔルだけが選択され

ます。 

 

TFPT のロールバック コマンドを使用してチェックンを元に戻す場合、以下の点に注意する必要が

あります。 

 ワークスペースの場所 – TFPTがワークスペースを検索する方法は以下のとおりです。ロールバッ

クをフゖルタする引数としてフゔル パスを指定した場合、そのフゔル パスを使ってワークス

ペースを検索します。フゔル パスを指定しないと、ローカル デゖレクトリを使用して、ワーク

スペースを識別します (そのローカル デゖレクトリがマップされている場合)。このツールが正し

いワークスペースを確実に検索できるようにする最もシンプルなゕプローチは、ローカル側でマッ

プされたデゖレクトリからコマンドを実行することです。 



 保留中の変更 – 保留中の変更を格納している変更セットはロールバックできません。ロールバッ

クを試みると、ツールからエラーがレポートされます。その場合、保留中の変更をシェルブセット

に移動してから、すべての保留中の変更を元に戻すかまたはチェックンしたうえで、ロールバッ

ク コマンドを実行する必要があります。 

 マージ シナリオ – たった今チェックンしたばかりのフゔルのチェックンを元に戻す場合、

他のだれかがその間に項目を更新した可能性は低いので、おそらく変更をマージする必要はないと

考えられます。ただし、チェックンを元に戻したい場合に、元に戻すチェックンがフゔルの

最新の変更でなければ、3 方向のマージが必要です。サーバーの現行バージョン、ワークスペース

内にあるバージョン、およびロールバック先のバージョンをまとめてマージする必要があります。

競合がない場合、ロールバックするバージョンの変更はフゔルから抽出され、そのバージョン以

降に発生した変更はすべて保持されます。 

 競合の解決 – マージを実行する必要がある場合、マージ ウゖンドウが表示されます。マージを解

決するには、項目を選択してから、[マージ] をクリックします。まず自動マージが試みられます。

それに失敗した場合、マージ ツールが呼び出されて、マージが解決されます。[すべてを自動マー

ジ] ボタンを使用すると、マージ リスト中の各項目の自動マージが試みられますが、マージ ツー

ルの呼び出しは試みられません。 

 

参考資料  

 MSDN から TFPT ツールをダウンロードするには、

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=7324C3DB-658D-441B-85

22-689C557D0A79&displaylang=en  にゕクセスしてください。 

 TFPT の詳細について知りたい方は、

http://blogs.msdn.com/buckh/archive/2005/11/16/493401.aspx  の「Power Toy: tfptexe」

を参照してください。 

 

マージの競合の解決方法  

マージの競合を解決するには、Visual Studio のマージ ツールを使用します。マージ中に競合が検出さ

れた場合、自動または手動で競合を解決することができます。手動での競合の解決を選択した場合、マ



ージ ツールで、マージ元の変更の保持、マージ先の変更の保持、または競合の解決を行うことができ

ます。 

 

それぞれの分岐の変更のマージ、ワークスペースへのフゔルの取り込み、新しいバージョンのフゔ

ルのチェックンのときには、競合を解決する必要が生じる可能性があります。競合には、以下の 3 種

類があります。 

 バージョン – 何本にも分かれたパスに沿ってフゔルが進展してきた場合。これは、フゔルの

編集、名前変更、削除、または削除の取り消しの操作に起因すると考えられます。 

 フゔル名の衝突 – 複数のゕテムが同じパスの占有を試みた場合。 

 ローカル上書き – ローカルの編集可能フゔルの上書きを試みた場合に、get 操作でのみ発生し

ます。 

 

競合のほとんどは、自動的に解決することができます。バージョン競合は、手動のマージ操作へとつな

がる唯一の種類の競合です。手動マージが最もよく使用されるのは、次のようなシナリオの場合です。 

 1 つのフゔルが両方の分岐で編集されて、同じコード行に変更が加えられた場合。 

 基点のないマージが実行された場合に、分岐フゔルどうしの関係が TFS によって認識されてい

ないとき。 

 

マージ ツールでは、各競合の詳細が示されるので、マージ後の最終フゔルにどの変更を保管するか

を選択することができます。マージ元の変更の保持、マージ先の変更の保持、またはこの両方の変更の

統合を選択できますが、フゔルに直接入力することによって、最終バージョンを手動で変更すること

もできます。 

 

フゔルにおけるすべての競合を解決した後、ターゲット分岐にチェックンする保留中の変更として、

最終バージョンを保存します。 

 

マージは慎重に行ってください。なぜなら、間違いが起きることはよくあり、それが原因でビルドが不

安定になることがあるからです。マージを完了したら、その結果のソースをコンパルし、重大な破壊

がないことを確かめる単体テストを実行します。 

 



参考資料  

 競合の解決の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181433(VS.80).aspx  の「方法 : 競合を解決

する」を参照してください。 

 

競合の回避方法  

競合を回避するには  

 チームが効率よくコミュニケーションをとっていることを確認します。ソース フゔルを処理す

る場合、そのフゔルが処理中であることと、どの局面を更新中であるかを他のチーム メンバに

知らせます。自動的な競合の解決によって競合のほとんどは解決できますが、複数の開発者が同じ

ソース フゔル内の同じ機能領域を処理したために、両者とも同じコード行に対して変更を加え

る可能性がきわめて高くなるといった状況が起きないようにする必要があります。同じコード行上

で競合が起きると、競合を手動で解決する必要が生じるので、マージ操作が複雑になってしまいま

す。 

 他に誰がフゔルをチェックゕウトしたかを判別します。フゔルの更新の前に、別のチーム メ

ンバが既にフゔルをチェックゕウトしたかどうかを調べて確認します。既にチェックゕウトして

いた場合、何を処理したかをその同僚に問い合わせてから、その同僚の変更が完了するまで待った

ほうがよいかどうかを判断します。ただし、自身が、そのフゔル内の別のソース コード領域の

別の機能を処理していたのであれば、同じフゔルの並列処理を続行しても安全であると判断して

も差し支えありません。 

 

保留中の変更を表示するには  

 

1. [ソース管理エクスプローラ] で、保留中の変更を表示したいソリューション、プロジェクト、フォ

ルダ、またはフゔルを右クリックします。 

2. [保留中の変更を表示] を選択します。 

 

この方法をとると、選択した範囲内のすべての保留中の変更が表示されます。また、次のようにコマン

ド ランのチェックゕウト ツールを使用して、保留中の変更を確認することもできます。 



 

tf status /format:detailed /user:*  

 

このコマンドは、すべてのユーザーによって行われたすべての保留中の変更の詳細な状況情報を表示し

ます。その結果のリストでは、誰がどのフゔルをチェックゕウトしたかが、保留中の変更とともに表

示されます。特定のフゔルの保留中の変更を表示するには、そのフゔル名を tf.exe の最初の引数

に指定します。 

参考資料  

 ワークスペース内での保留中の変更の表示の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181400(VS.80).aspx  の「方法 : ワークスペ

ース内のすべての保留中の変更を表示および管理する」を参照してください。 

 その他のワークスペースでの保留中の変更の表示の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181401(VS.80).aspx  の「方法 : 他のワーク

スペース内の保留中の変更を表示する」を参照してください。 

 tf status コマンドの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/9s5ae285(VS.80).aspx  の「Status コマンド」を

参照してください。 

 

カスタム チェックン ポリシーの作成方法  

カスタム チェックン ポリシーを作成するには、クラゕント フレームワークから公開されるプラ

グン モデルを使用します。 

 

カスタム チェックン ポリシーを作成して、独自のポリシー ロジックを実装することができます。

たとえば、チェックン時に、ユーザーがコメントを追加したかどうかや、正規表現を正しく使用して

いるかどうかをチェックすることができます。 

 

プラグンは、ポリシー定義プロセスとポリシー評価プロセスの両方で使用します。ポリシー プラグ

ンは、独立型ユーテゖリテゖとしてンストールするか、または別個のゕプリケーションの一部とし



てンストールします。すると、ポリシー フレームワークに登録されて、必要時の読み込みが可能に

なります。 

 

ポリシー プラグンは、以下のンターフェスを公開する必要があります。 

 IPolicyDefinition – IPolicyDefinition ンターフェスは、チーム プロジェクトのポリシー

要件の定義プロセスで使用されるメソッドを公開します。このンターフェスは、ポリシー プ

ラグンごとのユーザー ンターフェスを呼び出すためのメソッドなどで構成されます。これ

により、ユーザーは簡単にチェックン ポリシーを定義することができます。 

 IPolicyEvaluation – IPolicyEvaluation ンターフェスは、チェックン プロセス中にポ

リシーが遵守されているかどうかの評価プロセスで使用されるメソッドを公開します。このンタ

ーフェスは、チェックン操作の内容を受け入れてから、定義されているポリシーが遵守されて

いるかどうかを判断する分析を行うメソッドなどで構成されます。 

 

複数のポリシー プラグンを、1 つのゕセンブリにまとめてパッケージ化することができます。唯一

の要件として、プラグンを別個のクラスとして実装する必要があります。 

 

注意: 上記のンターフェスは、PolicyBase クラス内で公開されます。IPolicyDefinition ンタ

ーフェスや IPolicyEvaluation ンターフェスを実装する代わりの方法として、PolicyBase か

らクラスを派生することができます。 

 

参考資料  

 カスタム チェックン ポリシーの作成と使用方法の作成の詳細については、このガドの「Visual 

Studio Team Foundation Server でチェックンを作成する方法」を参照してください。 

 チェックン ポリシーをカスタマズする方法の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181281(VS.80).aspx  の「チュートリゕル: チ

ェックン ポリシーとチェックン メモのカスタマズ」を参照してください。 

 チェックンでの選択済みパターンを禁止するサンプル コードの詳細については、

http://blogs.msdn.com/jmanning/archive/2006/02/02/523125.aspx  の「Checkin Policy 



to Disallow Certain Patterns」を参照してください。 

 チェックン時のコメントを実施するサンプル コードは、

http://blogs.msdn.com/jmanning/archive/2006/01/21/515858.aspx  の「Sample Checkin 

Policy: Make Sure the Comment Isn't Empty」を参照してください。 

 新しいチェックン ポリシーを登録する方法の詳細については、

http://blogs.msdn.com/jmanning/archive/2006/02/07/526778.aspx  の「I've Made a New 

Check-In Policy! How Do I Add It?」を参照してください。 

 コード分析ツールの使用法の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms182023(VS.80).aspx  の「コード分析ツールを

使用するためのガドラン」を参照してください。 

 新しいポリシーの作成方法の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb130343(VS.80).aspx の「Policy Plug-ins」を

参照してください。 

 

チェックゕウト、取得、およびロック  

 TFS に対するコンピュータの同期方法  

 編集用のフゔルの準備方法  

 

TFS に対するコンピュータの同期方法  

コンピュータをバージョン管理サーバーに同期するには、tf get コマンドを使用します。これは、共

有作業の最新コピーが必ず各自の手元に揃っているようにするために、チームの中でコンピュータを確

実に互いに同期させるための最速の方法です。古くなったフゔルだけでなく、すべてのフゔルをダ

ウンロードするには、Visual Studio 2005 のコマンド プロンプト ウゖンドウから以下のコマンドを

実行します。 

 

tf get /all  

 

このコマンドを使用すると、自身のコンピュータ上に既にある書き込み可能などのローカル フゔル



は上書きされません。書き込み可能なローカル フゔルを上書きして、コンピュータをサーバーに完

全に同期したい場合、次のように、/force スッチを使用します。 

 

tf get /force  

 

このコマンドは、書き込み可能なローカル フゔルを上書きしますが、保留中の編集の対象でもある

書き込み可能なフゔルは上書きしません。保存する必要のあるフゔルに対する保留中の編集がある

場合、サーバーとの再同期の前に、その編集をチェックンまたはシェルビングします。 

 

Visual Studio から同じ操作を実行するには  

1. チーム エクスプローラで、[ソース管理] フォルダをダブルクリックし、サーバーまたはチーム プ

ロジェクトを右クリックしてから、[特定バージョンの取得] をクリックします。 

2. [チェックゕウトされていない書き込み可能フゔルを上書きする] および [ワークスペースに既

に存在するフゔル バージョンの取得を強制] を選択します。 

3. [種類] ボックスで、[最新バージョン] が選択されていることを確認してから、[取得] をクリック

します。 

 

コンピュータをバージョン管理サーバーに完全に同期したい場合、Visual Studio から利用できる [最

新バージョンの取得 ] オプションを使用しないでください。このコマンドは、ワークスペース内にま

だないフゔルをダウンロードするだけで、ローカル デゖレクトリにチェックゕウトした書き込み可

能なフゔルを上書きしません。よって、コンピュータは、サーバーと同期しないままになります。 

 

参考資料  

 get コマンドの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/fx7sdeyf(VS.80).aspx  の「Get コマンド」を参照

してください。 

 

編集用のフゔルの準備方法  



編集目的でフゔルを準備するには、まず Team Foundation Server ソース管理から最新バージョン

を入手してから、編集用にチェックゕウトする必要があります。 

 

編集用のフゔルを準備するには  

 

1. ソース管理エクスプローラでフゔルを選択して右クリックし、[最新バージョンの取得] をクリッ

クします。 

すると、フゔルの最新バージョンの読み取り専用コピーが、コンピュータ上のワークスペースに

ダウンロードされます。 

2. そのフゔルを右クリックしてから、[編集用にチェックゕウト] をクリックします。 

3. 必要なロックの種類を選択します。自身が作業をしている間、他のユーザーがフゔルのチェック

ンとチェックゕウトを行えるようにするには、[なし] を選択します。 

一般的に、この種の共有チェックゕウトが推奨されます。なぜなら、競合が発生しても、ほとんど

は自動的に解決できるからです。 

 

注意: [最新バージョンの取得] 操作によってフゔルがチェックゕウトされることはありません。また、

[編集用にチェックゕウト] 操作によって [取得] が実行されることもありません。この 2 つのステッ

プは、1 つずつ実行する必要があります。この動作は、Microsoft Visual SourceSafe の動作とは異な

ります。 

 

ロックの種類を選択するときは、以下の点に気をつけてください。 

 共有チェックゕウト ([なし]) を使えば、他のだれかが同じフゔルを処理することはなくなるの

で、開発プロセスでボトルネックが生じることもなくなります。 

 フゔルをロックしても差し支えないのは、そのフゔルの編集中に、複雑な手動のマージ操作に

つながる競合が発生するおそれがある場合のみです。 

 [チェックゕウト] のロックの種類を選択して、他のユーザーがフゔルのチェックゕウトおよびチ

ェックンを行わないようにします。このオプションを使用すると、他の誰もフゔルを編集でき

なくなります。それは、開発プロセス中にボトルネックが生じる可能性を示唆します。このオプシ

ョンでは、他のユーザーがフゔルにその他の変更を加える可能性を排除したうえで、ソース管理

データベースに変更を確実に適用することができます。 



 他のユーザーが、フゔルのチェックゕウトはできても、チェックンはできないようにするには、

[チェックン] のロックの種類を選択します。この場合も、このオプションによって、競合を生じ

ないで必ず編集をチェックンできるようになります。 

 

参考資料  

 チェックゕウト コマンドの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/1yft8zkw(VS.80).aspx  の「チェックゕウトと編

集のコマンド」を参照してください。 

 

コードの共有  

 コードの共有方法  

 共有バナリの管理方法  

 

コードの共有方法  

複数のチーム プロジェクトで使用されているソース コードがある場合、その所有者のチームのチーム 

プロジェクト内でそのソース コードを管理するか、またはその共有ソース コード専用のチーム プロ

ジェクトを作成することができます。 

 

共有ソース コードを実行するチームには、以下の 2 つの選択肢があります。 

1. 共有場所からのコードの参照  

2. 共有コードの分岐  

 

1. 共有場所からのコードの参照  

この場合、共有コードを実行するプロジェクトは、単に共有場所からクラゕント マシン上のワーク

スペースにソースをマップするだけで済みます。すると、共有場所のソースとクラゕント サドの

プロジェクトを統一する構成が作成されます。 

 



このゕプローチの長所は、最新のソースをワークスペースに取り込むたびに、共有ソースに加えられた

変更も取り込まれる点にあります。たとえば、Client および Shared Code という 2 つのチーム プ

ロジェクトがあると仮定します。ただし、Shared Code は、共有ソースの場所であるとします。共有

場所からコードを参照するときは、この 2 つのプロジェクトは、以下に示されているとおり、クラ

ゕントの共有ドラブ上の共通パスを共有することになります。 

 

 c:\TestProject\Client  

 c:\TestProject\Shared Code  

 

どちらのプロジェクトも、これらのハードデゖスク パスに対するワークスペース マッピングを持つこ

とになります。 

ソース管理フォルダ  ローカル フォルダ  

$/Client  c:\TestProject\Client  

$/Shared Code  c:\TestProject\Shared 

Code 

 

詳細については、http://blogs.msdn.com/manishagarwal/archive/2005/12/22/506635.aspx  の

「Working with multiple team projects in Team Build」を参照してください。 

 

2. 共有コードの分岐  

この場合、共有コードを実行するプロジェクトは、共有場所からそれぞれのチーム プロジェクトにソ

ースを分岐することができます。すると、共有場所のソースとサーバー サドのプロジェクトを統一

する構成が作成されます。 

 

共有ソースに加えた変更は、2 つの分岐のマージ プロセスの一環として取り込まれる点が異なります。

それに起因して、共有ソースにおける変更を取り込む決定をもっと明示的に下せるようになります。 

 

たとえば、Client および Shared Code という 2 つのチーム プロジェクトがあると仮定します。た

だし、Shared Code は、共有ソースの場所であるとします。以下のステップを行って、共有場所のコ

ードを分岐します。 



 

a. [ソース管理エクスプローラ] で、Shared Code のルート フォルダを右クリックします。 

b. [分岐] オプションを選択します。 

c. [分岐] ボックスの [ターゲット] を Client チーム プロジェクトのルート フォルダに設定して

から、[OK] をクリックします。 

d. 分岐操作が完了した後、分岐後のソース コードをチェックンするのを忘れないでください。 

 

参考資料  

 詳細については、http://blogs.msdn.com/manishagarwal/archive/2005/12/22/506635.aspx  

の「Working with multiple team projects in Team Build」を参照してください。 

 分岐およびマージの入門書については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa730834(VS.80).aspx  の「Branching and 

Merging Primer」を参照してください。 

 プロジェクト参照の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ez524kew(VS.80).aspx  の「プロジェクト参照」

を参照してください。 

 

共有バナリの管理方法  

共有バナリの管理は、共有ソースの管理に似ています。つまり、バナリの保管場所と、チームから

のそのバナリへのゕクセス方法を決定する必要があります。 

 

バナリの保管の際は、以下のオプションを利用できます。 

 共有バナリを所有するのがどのチームか明白な場合は、そのバナリを該当するチーム プロジ

ェクトに保管します。 

 共有バナリの所有者が明白でない場合、その共有バナリ専用のチーム プロジェクトを作成し

ます。 

 

別のプロジェクトのバナリを使用する際は、以下のオプションを利用できます。 



 通常、共有バナリは、定期的にしか更新されません。それに該当する場合、共有場所から実行者

のチーム プロジェクトに分岐します。バナリが変更された場合、マージを実行して、最新バー

ジョンを取得することができます。 

 共有バナリに常時同期している必要がある場合、共有場所からクラゕント マシン上のローカ

ル ワークスペースにソースをマップします。 

 

共有バナリをプロジェクトに分岐するには 

1. [ソース管理エクスプローラ] で、共有バナリのルート フォルダを右クリックします。 

2. [分岐] オプションを選択します。 

3. [分岐] ボックスの [ターゲット] を Client チーム プロジェクトのルート フォルダに設定して

から、[OK] をクリックします。 

4. 分岐操作が完了した後、分岐後のソース コードをチェックンするのを忘れないでください。 

 

ワークスペースのマッピングまたは分岐のどちらを使用する場合も、プロジェクト内の共有バナリの

場所がどこかを明白にする命名規則を使用する必要があります。以下に例を示します。 

 Main  

o Source – このプロジェクトのコードを格納します。 

o Lib – 共有バナリを格納します。 

 

参考資料  

 詳細については、http://blogs.msdn.com/manishagarwal/archive/2005/12/22/506635.aspx  

の「Working with multiple team projects in Team Build」を参照してください。 

 分岐およびマージの入門書については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa730834(VS.80).aspx  の「Branching and 

Merging Primer」を参照してください。 

 プロジェクト参照の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ez524kew(VS.80).aspx  の「プロジェクト参照」

を参照してください。 

 



 

依存関係  

 Web サービスの依存関係の管理方法  

 データベースの依存関係の管理方法  

 

Web サービスの依存関係の管理方法  

一般的に、実動環境の Web サービスの URL (Uniform Resource Locator) 参照は、開発およびテス

トの環境のものとは異なります。各 Web サービス URL 参照を簡単に管理できるようにするには、

URL 値をユーザー構成フゔルに指定する必要があります。これは、メンの App.config フゔル

に影響を与えずに、個々の開発者およびテスト担当者が変更できるフゔルです。指定するためには、

Web サービス参照の [URL の動作] プロパテゖを [ダナミック] に設定します。Web サービス 

URL は、ユーザー構成フゔルから保管して参照します。 

 

Web 参照が追加されると、既定では、Visual Studio はこのプロパテゖの値を [ダナミック] に設

定します。 

 

この値がこれまでどおり [ダナミック] に設定されていることを検証するには  

 

1. [ソリューション エクスプローラ] で、Web 参照のリストを展開します。 

2. リスト中の各 Web 参照を選択します。 

3. 各 Web 参照ごとに、[URL の動作] プロパテゖの値が [ダナミック] に設定されているかどう

かをチェックします。 

 

Web サービス URL をユーザー構成フゔルに指定します。 

 

Web 参照を初めて追加した場合、App.config フゔルは次のようになります。 

<configuration>  

<configSections>  



<sectionGroup name="applicationSettings" type="System.Configuration.ApplicationSettingsGroup, System, 

Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" >  

<section name=" SomeService.Properties.Settings" type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, 

Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" requirePermission="false" />  

</sectionGroup>  

</configSections>  

<applicationSettings>  

<YourProject.Properties.Settings>  

<setting name="SomeService_ localhost _Service" serializeAs="String">  

<value>http://localhost/someservice/Service.asmx</value>  

</setting>  

</ YourProject.Properties.Settings>  

</applicationSettings>  

</configuration>  

 

このフゔルには、このプロキシの生成時に Visual Studio が検出した Web サービスのゕドレス

を記載した新しい構成セクションがあります。 

 

User.config フゔルを作成するには  

1. [ソリューション エクスプローラ] で、Web サービス参照を格納しているプロジェクトを右クリ

ックし、[追加] をポントしてから、[新しい項目] をクリックします。 

2. [ゕプリケーション構成フゔル] を選択し、名前を User.config に変更してから、[追加] をク

リックします。 

3. <YourProject.Properties.Settings> 要素設定を、ゕプリケーション構成フゔル (App.config) 

から User.config フゔルにコピーします。このフゔルには、ランタムをリダレクトされ

る要素のみが入っていなければなりません。以下の例に示されているとおり、<?xml> デゖレクテ

ゖブと <configuration> 要素 (ある場合) を削除します。 

<YourProject.Properties.Settings>  

<setting name="SomeService_localhost_Service" serializeAs="String">  

<value>http://localhost/someservice/Service.asmx</value>  

</setting>  

</YourProject.Properties.Settings>  

 

4. [ソリューション エクスプローラ] で、User.config フゔルを右クリックし、[プロパテゖ] をク



リックしてから、[出力デゖレクトリにコピー] プロパテゖを [新しい場合はコピーする] に設定し

ます。 

 

個々の開発者は、該当する Web サービス URL 参照を参照するように各自の User.config フゔル

を設定する必要があります。 

 

Web サービス URL へのゕクセス時に User.config フゔルを参照するように App.config フゔ

ルを更新するには  

 

1. メンのゕプリケーション構成フゔルの <YourProject.Properties.Settings> 要素に 

configSource="user.config" 属性を追加します。 

これにより、このセクションから情報にゕクセスすると、指定のユーザー構成フゔルにランタ

ムが自動的にリダレクトされます。 

2. <YourProject.Properties.Settings> 要素から内容を削除します。 

 

これで、App.config は次のようになるはずです。 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  

<configuration>  

<configSections>  

<sectionGroup name="applicationSettings" type="System.Configuration.ApplicationSettingsGroup, System, 

Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" >  

<section name="SomeService.Properties.Settings" type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, 

Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" requirePermission="false" />  

</sectionGroup>  

</configSections>  

<applicationSettings>  

<YourProject.Properties.Settings configSource="user.config">  

</YourProject.Properties.Settings>  

</applicationSettings>  

</configuration>  

 



上記の例では、YourProject は、Web サービス参照を格納しているプロジェクトの名前です。

App.config フゔル内では、<SomeService.Properties.Service> 要素は空であることを確認します。 

 

重要事項:  

 User.config フゔルをソース管理に追加しないでください。追加しないことによって、各開発者 

(およびテスト チーム) は、各自の User.config フゔルを使って、該当する URL に明示的にバ

ンドすることができます。これが行われないようにするには、初めてフゔルをチェックンす

るときに、User.config フゔルのチェック ボックスをクリゕします。次に、ソリューション エ

クスプローラ内のフゔルを右クリックし、[保留中の変更を元に戻す] オプションを選択して、フ

ゔルがソース管理の配下に入らないようにします。 

 ソース管理には、たとえばテスト用や実動用の、その他の User.config フゔルが入っているこ

とがあります。そのようなフゔルは、テストおよび実動環境の管理に携わるユーザーによって管

理される必要があります。それらのテスト用および実動用の User.config フゔルを、Web サー

ビス プロジェクトの一部として保管してはなりません。つまり、ソース管理システムのどこか別

の領域に配置する必要があります。 

 グローバル User.config フゔルをソース管理に保管します。これには、ルート要素 (<設定> 要

素ではない) のみを入れるか、または、Web サービスの既定の場所をこれに指定することができ

ます。構成システムが作動するには、User.config フゔルが存在している必要があります。 

 

このメカニズムを活用するには、User.config フゔルが存在している必要があることを理解すること

が大切です。いずれかのチーム メンバの責任のもとに、実動リリース用およびテスト環境用のビルド

の作成が、必ず適正な環境で行われるようにする必要があります。このビルド ステップの一環として、

それに適した User.confg フゔルをソース管理システムから取り出して正しい場所にコピーするこ

とによって、MSBuild がそれを見つけられるようにしなければなりません。 

 

参考資料  

 詳細については、http://msdn2.microsoft.com/en-US/library/aa290068(VS.71).aspx  の

「Web Projects and Source Control Integration in Visual Studio .NET」を参照してください。 

 ApplicationSettingsGroup クラスの詳細については、



http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/system.configuration.applicationsettingsgroup.

aspx  の「ApplicationSettingsGroup クラス」を参照してください。 

 

データベースの依存関係の管理方法  

以下に示す手順は、ユーザー構成フゔル内でデータベース接続文字列の保管と参照を行う方法を説明

しています。 

 

ユーザー構成フゔルを使用してデータベース接続文字列を保管するには  

 

1. 次のようにして、メン ゕプリケーション構成フゔルの <connectionStrings> 要素に 

configSource="user.config" 属性を追加します。 

 

<configuration>  

<connectionStrings configSource=”user.config”/>  

</configuration>  

2. メン ゕプリケーション構成フゔルをオーバーラドするには、User.config フゔル (ゕプ

リケーション構成フゔルと同じフォルダ内に配置されています) を作成してから、それに似た 

<connectionStrings> 項目をこのフゔルに追加します。 

以下の接続文字列は、ローカル データベースを参照することに注意してください。 

 

<connectionStrings>  

<add name="DBConnStr"  

connectionString="server=localhost;Integrated Security=SSPI;database=Accounts"/>  

</connectionStrings>  

</configuration>  

 

3. プロジェクト内で以下のコードを使用して、ユーザー構成フゔルから接続文字列を取り出します。 

このコードは、System.Configuration.ConfigurationManager クラスの 

ConnectionStrings プロパテゖを使用します。Win フォーム ゕプリケーションで、

System.Configuration.dll への参照を明示的に追加する必要があります。 



 

using System.Configuration;  

private string GetDBaseConnectionString()  

{  

return ConfigurationManager.ConnectionStrings["DBConnStr"].ConnectionString;  

}  

4. ゕプリケーション コードと一緒に、必ず User.config フゔルが配置されるようにします。[ソ

リューション エクスプローラ] で、User.config フゔルを右クリックし、[プロパテゖ] をクリ

ックしてから、[プロパテゖ] ペンで [出力デゖレクトリにコピー]プロパテゖを [新しい場合は

コピーする] に設定します。 

 

User.config フゔルをソース管理に追加しないでください。追加しないことによって、各開発者 

(およびテスト チーム) は、各自の User.config フゔルを通して、接続文字列を明示的に指定す

ることができます。ソース管理には、たとえばテスト用や実動用の、その他の User.config フゔ

ルが入っていることがあります。そのようなフゔルは、テストおよび実動環境の管理に携わるユ

ーザーによって管理される必要があります。それらのテスト用および実動用の User.config フゔ

ルを、データベース プロジェクトの一部として保管してはなりません。つまり、ソース管理システ

ムのどこか別の領域に配置する必要があります。 

 

ソース管理では、実動やテストなどの、使用する環境ごとに User.config フゔルがなければなり

ません。そのような構成フゔルは、データベース用の接続文字列を指定していなければなりませ

ん。構成システムが作動するには、User.config フゔルが存在している必要があります。 

 

ヒント: 既定では、ソリューションを追加すると、ユーザー構成フゔルが自動的にソース管理に追加

されます。これが行われないようにするには、初めてフゔルをチェックンするときに、User.config 

フゔルのチェック ボックスをクリゕします。次に、ソリューション エクスプローラ内のフゔルを

右クリックし、[保留中の変更を元に戻す] を選択して、フゔルがソース管理の配下に入らないよう

にします。 

 

このメカニズムを活用するには、User.config フゔルが存在している必要があることを理解すること

が大切です。いずれかのチーム メンバの責任のもとに、実動リリース用およびテスト環境用のビルド



の作成が、必ず適正な環境で行われるようにする必要があります。このビルド ステップの一環として、

それに適した User.confg フゔルをソース管理システムから取り出して正しい場所にコピーするこ

とによって、MSBuild がそれを見つけられるようにする必要があります。 

 

参考資料  

 構成フゔルを使用してデータ ソースを定義する方法の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms243192(VS.80).aspx の「チュートリゕル : デ

ータ ソースを定義するための構成フゔルの使用」を参照してください。 

 configSource 属性の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/system.configuration.sectioninformation.config

source.aspx の「SectionInformation.ConfigSource プロパテゖ」を参照してください。 

 

分散/リモート開発  

 TFS へのンターネット経由のゕクセス方法  

 TFS バージョン管理プロキシのパフォーマンスの最適化方法  

 

TFS へのンターネット経由のゕクセス方法  

ンターネットを介して TFS にゕクセスできるようにするには、以下の 3 つのソリューションのい

ずれかを選択します。 

 

 VPN 接続を使用します。仮想プラベート ネットワーク (VPN) を通して TFS にゕクセスでき

るようにすることができます。 

 リバース プロキシを介して、TFS を発行します。Microsoft の ISA (Internet Security and 

Acceleration) サーバーなどのリバース プロキシを通して、TFS にゕクセスできるようにするこ

とができます。 

 エクストラネット内で TFS を見つけ出します (「ホストされるシナリオ」)。エクストラネット

上で TFS サーバーをホストすることができます。 



 

VPN ゕクセスを使用するリモート ユーザーをサポートしている場合、VPN ソリューションを使用し

ます。これは、最も簡単に実用化できるソリューションです。これにより、周知のセキュリテゖが提供

され、すべての TFS 機能へのリモート ゕクセスが可能になり、TFS プロキシを使用したパフォーマ

ンスの改善が可能になります。このソリューションでは、TFS は内部ネットワーク内に設置されるの

で、外部ユーザーは VPN 経由でそこにゕクセスします。内部ユーザーは、TFS に直接ゕクセスしま

す。 

 

VPN ゕクセス権がないか、またはドメンへのゕクセス権のないリモート ユーザーをサポートしてい

る場合、リバース プロキシのシナリオを使用します。このソリューションをセットゕップするほうが

難しいですが、リモート ユーザーは、VPN を必要としないで、内部に配置された TFS にゕクセスで

きるようになります。このソリューションでは、TFS は内部ネットワーク内に設置され、ISA サーバ

ーなどの 1 つ以上のリバース プロキシ コンピュータが、ンターネットから TFS にクラゕント

要求を配送します。 

 

コミュニテゖ開発サトなどの、TFS ンストール環境を専用で使用する一群のリモート ユーザーを

サポートしている場合、エクストラネット シナリオを使用します。このソリューションの場合に、リ

モート ユーザーと内部ネットワーク リソースとの間の隔絶が最も大きくなります。このソリューショ

ンでは、外部クラゕントのみが TFS にゕクセスし、TFS は、エクストラネット上のフゔゕウォー

ルの外部に設置されます。 

 

リモートの Team Foundation Server に接続している複数のクラゕントから成るオフゖスをサポ

ートしている場合、リモート オフゖス内に Team Foundation Server プロキシをンストールして

構成する必要があります。この場合、リモート オフゖスのプロキシ サーバー上でソース管理フゔル

をキャッシュすることによって、パフォーマンスが向上します。 

 

リモート TFS に接続する単一のクラゕントをサポートしている場合、TFS に直接接続するようにク

ラゕントを構成します。 

 



参考資料  

 TFS リモート ゕクセスのシナリオについて詳しく知りたい場合は、このガドの「第 17 章 - 

Team Foundation Server に対するンターネット ゕクセスの提供」を参照してください。 

 Team Foundation Server プロキシを詳しく知りたい場合は、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms252490(VS.80).aspx  の「Team Foundation 

Server のプロキシとソース管理」を参照してください。 

 TFS プロキシのパフォーマンスの検査の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms252455(VS.80).aspx  の「方法 : Team 

Foundation Server Proxy のキャッシュのパフォーマンスをチェックする」を参照してください。 

 

TFS バージョン 管理プロキシのパフォーマンスの最適化方法  

リモート場所で、Team Foundation Server プロキシをンストールして構成します。この場合、リ

モート オフゖスのプロキシでソース管理フゔルをキャッシュすることによって、パフォーマンスが

向上します。 

 

プロキシを構成してパフォーマンス最適化するには  

1. キャッシュが使用可能になっていることを確認してから、キャッシュのパフォーマンスを監視しま

す。パフォーマンス カウンタ (既定でンストールされます) とベント ログ (エラー/警告に関

する) を定期的に監視し、プロキシがどのように稼働しているかを確認します。 

注意: TFS プロキシは、ProxyStatistics.xml という名前の XML フゔルにキャッシュ パフォー

マンス統計を保存します。この統計の保存サクル間隔は、変更可能です。ProxyStatistics.xml フ

ゔルは、プロキシのンストール デゖレクトリの App_Data フォルダ内に置かれます。 

2. スケジュールしたタスクを定期的に実行して、最新のフゔルをプロキシ サーバーに取り出しま

す。これにより、最新バージョンのフゔルがプロキシ キャッシュに必ず揃っているようになり、

フゔルを求めるその後のクラゕント要求は、必ずキャッシュ ヒットすることになります。 

3. 帯域幅の狭いネットワーク (3 Mbps 未満) 経由で大きなフゔルをダウンロードすることになる

ことがわかっている場合は、Web.config の executionTimeout を適切な値に設定してください。

デフォルトの値は 1 時間、つまり <httpRuntime executionTimeout="3600"/> です。  

 



参考資料  

 TFS リモート ゕクセスのシナリオについて詳しく知りたい場合は、このガドの「第 17 章 - 

Team Foundation Server に対するンターネット ゕクセスの提供」を参照してください。 

 Team Foundation Server プロキシを詳しく知りたい場合は、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms252490(VS.80).aspx  の「Team Foundation 

Server のプロキシとソース管理」を参照してください。 

 TFS プロキシのパフォーマンスの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms252455(VS.80).aspx  の「方法 : Team 

Foundation Server Proxy のキャッシュのパフォーマンスをチェックする」を参照してください。 

 TFS プロキシのフゔル キャッシュ サーバーについて詳しく知りたい場合は、

http://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?culture=ja-jp&EventID=

1032291120&CountryCode=JPの MSDN Webcast の「ベントの概要」を参照してください。 

 

移行  

 Visual SourceSafe からのソースの移行方法  

 他のバージョン管理システムからのソースの移行方法  

 

Visual SourceSafe からのソースの移行方法  

VSS からソースを移行するには、次のようなステップを行います。 

注意: この手順を実行するには、Team Foundation Administrators グループのメンバでなければな

りません。 

 

1. VSS を準備します。移行の準備をするには、VSS データベースをバックゕップし、フゔルがチ

ェックン済みであることを確認し、Visual SourceSafe の分析ツールを使用して、既存のデータベー

ス内のデータ保全性に関する問題を確認して解決します。 

 

2. プロジェクトを分析します。次のように、コンバータ コマンド ラン ツール 

(VSSConverter.exe) を使用して、設定 XML フゔルの名前と一緒に分析コマンド スッチを渡し



ます。 

 

VSSConverter analyze conversionsettings.xml  

 

サンプルの XML 設定フゔルを以下に示します。 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  

<SourceControlConverter>  

<ConverterSpecificSetting>  

<Source name="VSS">  

<VSSDatabase name="c:\VSSDatabase"></VSSDatabase>  

</Source>  

<ProjectMap>  

<Project Source="$/MyFirstProject"></Project>  

<Project Source="$/MySecondProject"></Project>  

</ProjectMap>  

</ConverterSpecificSetting>  

</SourceControlConverter>  

 

設定フゔルには、VSSDatabase の名前が入っています。Source Safe の .ini フゔルを格納して

いるフォルダを指すように、name 属性を設定します。Project 要素は、VSS データベース内で変換

しようとしているプロジェクトのパスを定義します。VSS データベース全体を移行するには、<Project 

Source="$/"></Project> を使用します。 

 

VssConverter.exe analyze コマンドは、usermap.xml フゔルも生成します。このフゔルにマッ

ピングを追加することによって、バージョン履歴などに関連した名前を、VSS ログン名から TFS 

Windows ログン名に変更することができます。 

 

3. プロジェクトを移行します。移行したいフォルダを選択してから、次のように migrate 引数を含

む VSSConverter.exe を使用します。 



 

VSSConverter migrate conversionsettings.xml  

 

この場合も、構成設定 XML フゔルを渡しますが、次のように 2 つの重要な追加があります。 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  

<SourceControlConverter>  

<ConverterSpecificSetting>  

<Source name="VSS">  

<VSSDatabase name="c:\VSSDatabase"></VSSDatabase>  

</Source>  

<ProjectMap>  

<Project Source="$/MyFirstProject" Destination="$/MyTeam_ProjectOne"></Project>  

<Project Source="$/MySecondProject" Destination="$/MyTeam_ProjectTwo"></Project>  

</ProjectMap>  

</ConverterSpecificSetting>  

<Settings>  

<TeamFoundationServer name="YourTFSServerName" port="PortNumber" 

protocol="http"></TeamFoundationServer>  

</Settings>  

</SourceControlConverter>  

 

<Project> 要素に Destination 属性が追加されていることに注意してください。この属性は、TFS 

内のチーム プロジェクト (これは、あらかじめ作成しておく必要があります) を指します。また、TFS 

ゕプリケーション層の接続の詳細を示す <Settings> 要素が追加されていることにも注意してくださ

い。 

 

参考資料  

 移行の準備の詳細については、



http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181246(vs.80).aspx  の「チュートリゕル : 

Visual SourceSafe から Team Foundation への移行の準備」を参照してください。 

 移行の実行方法の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181247(VS.80).aspx  の「チュートリゕル : 

Visual SourceSafe から Team Foundation への移行」を参照してください。 

 Visual SourceSafe コンバータの制限事項の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms252491(VS.80).aspx  の「Visual SourceSafe 

コンバータの制限事項」を参照してください。 

 

他のバージョン管理システムからのソースの移行方法  

移行元のバージョン管理システムからフゔルを手動でエクスポートしてから、Team Foundation 

Server バージョン管理にそのフゔルをンポートすることができます。移行元のバージョン管理シ

ステムのフゔル履歴やその他の属性を保存したい場合、Team Foundation Server バージョン管理

オブジェクト モデルを使用して、独自の移行ツールを作成することができます。 

 

現在、マクロソフトは、ClearCase コンバータへの取り組みを進めています。このコンバータが提

供可能になったときは、http://blogs.msdn.com/tfs_migration  の TFS Migration ブログで発表さ

れます。 

 

ComponentSoftware によって、GNU RCS、CS-RCS、GNU CVS、Subversion (SVN)、および Visual 

SourceSafe (VSS) 対応のコンバータが作成されています。 

 

参考資料  

 Visual Studio Team Foundation Server SDK をダウンロードするには、

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=68586  にゕクセスしてください。 

 Team Foundation バージョン管理の拡張性の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb187335(VS.80).aspx  の「Walkthru: The 

Version Control Object Model」を参照してください。 



 ComponentSoftware コンバータの詳細については、

http://www.componentsoftware.com/Products/Converter/  の ComponentSoftware の 

Web サトを参照してください。 

 

プロジェクト/ワークスペースの管理  

 複数のチーム プロジェクトとの比較における単一チーム プロジェクトの選択方法  

 ソース ツリーの編成方法  

 ワークスペース マッピングの定義方法  

 コンピュータ上でのワークスペースを使用したコード変更の分離方法  

 

複数のチーム プロジェクトとの比較における単一チーム プロジェクトの選択方法  

プロジェクト構造の計画を立てるときは、一般的なプロジェクト編成戦略を評価し、各自の組織の規模、

サーバーの制約事項、およびプロセス ワークフローに最も合う構造を選択します。プロジェクトは、

組織で発生しうる最大の作業単位を表すための語です。望ましくは、1 つのプロジェクトと複数のプロ

ジェクトの作成を比較したうえで、選択を行う必要があります。複数のプロジェクトは、やむをえない

理由がある場合に使用します。たとえば、チームが変更になるか、またはリリース間で重大な変更があ

ったために、不要な作業項目 (バグなど) を持ち越したくない場合や、プロセス テンプレートにおい

て変更があった場合などです。 

 

複数のプロジェクトと比較して、1 つのプロジェクトを作成する主な利点としては、要求、機能、シナ

リオ、次のリリースに持ち越されるバグの移動が簡単になります。 

 

決断での最も重要な点は次のとおりです。 

 作業項目およびその他の資産を次のリリースに引き継ぐのが望ましいか。引き継ぎたい場合、同一

プロジェクト内のすべてのリリースを保持するように選択を行います。 

 新しいリリースに移ったときに、新しいプロセスと作業項目の構造をゼロから作成するのが望まし

いか。作成したい場合、リリースごとに新しいプロジェクトを作成するように選択を行います。 

 



一般的なプロジェクトの構造をいくつかを以下に示してあります。 

 ゕプリケーションごとに 1 つのプロジェクト。ゕプリケーションのすべてのバージョンを格納す

るプロジェクトを 1 つ使用します。そのプロジェクトでは、リリースごとに分岐を 1 つずつ作成

します。 

o この構造を使用する理由: コード、作業項目、およびその他の資産を簡単に持ち越すため。 

o この構造を使用しない理由:  

￭ 並行しているリリースでは、作業項目のスキーマ、チェックン ポリシー、およびプロセ

ス ガダンスを共有することが強制されます。 

￭ レポーテゖングはさらに複雑です。これは、デフォルトでプロジェクト全体を対象とする

ため、リリースごとにフゖルタリングを追加する必要があるためです。 

￭ 数百のゕプリケーションがあり、それぞれが独自のプロジェクト内にある場合は、TFS の

パフォーマンスおよび拡張性の制約の問題に直面します。 

￭ 複数のリリースにわたって「荷物」が累積されます。これを取り除くための最も簡単な方

法は、新しいチーム プロジェクトを作成し、そのプロジェクトで継続して使用したいコー

ドを分岐することです。 

 リリースごとに 1 つのプロジェクト。ゕプリケーションのバージョンごとに新しいプロジェクト

を作成します。 

o この構造を使用する理由:  

￭ 各リリースごとにまったく新しいプロジェクトから開始したい場合は、この構造が有効で

あるため。 

￭ 古いプロジェクトは、メンテナンスで使用することができ、別の支援エンジニゕリング チ

ームへハンドオフすることができます。 

￭ プロジェクトからプロジェクトにソースを移動するのは簡単です。 

o この構造を使用しない理由:  

￭ ソース コードをプロジェクトから別のプロジェクトへ移動するのは非常に簡単ですが、作

業項目やその他の TFS 資産をプロジェクトから別のプロジェクトへ移動するのは難しい

です。作業項目は、一度に 1 つずつしか別のプロジェクトにコピーできないため、いく

つかまとめて作業項目をコピーしたい場合は、ユーテゖリテゖを作成する必要があります。 

￭ ゕプリケーションとリリースが何百もあり、それぞれが別々のプロジェクトに含まれてい

る場合は、TFS のパフォーマンスと拡張性が限界に達します。 



 

戦略を選択する場合は、以下の考慮事項に留意してください。 

 既存のチーム プロジェクトの構造を変えるのは難しいため、長い期間利用できる構造を選んでく

ださい。 

• ソースは、次のようにしてチーム プロジェクトどうしで簡単に共有できます。  

o あるプロジェクトから別のプロジェクトへソースを分岐します。  

o 別のプロジェクトから自身のワークスペースへソースをマップします。 

 Team Foundation Server で対応できるプロジェクトの個数は、MSF Agile プロセス テンプレー

トを使用した場合は 500 個、MSF CMMI プロセス テンプレートを使用した場合は 250 個まで

拡張できます。MSF for CMMIR (MSF CMMI) プロセス テンプレートを使用した場合は 250 個

まで拡張できます。自分だけのプロセス テンプレートを作成する場合、または既存のプロセス テ

ンプレートをカスタマズする場合は、サーバーの拡張性に一番大きく影響するのが作業項目スキ

ーマであることを忘れないでください。スキーマが複雑だと、サーバーで対応できるプロジェクト

の個数が減ります。 

 

参考資料  

 プロジェクト戦略の詳細については、

http://blogs.msdn.com/ericlee/archive/2006/08/09/when-to-use-team-projects.aspx  の 

Eric Lee 氏のブログ ポスト「When to use Team Projects」を参照してください。 

 

ソース ツリーの編成方法  

ソース ツリー構造は、フォルダ構造、フゔル構造、および分岐構造を組み合わせて構成されます。

メン分岐では、以下のフォルダ構造およびフゔル構造が、さまざまな規模のチームにとって有効で

あることが確証されています。 

 Main – 製品の出荷に必要なすべての資産のコンテナ。 

o Source – ビルドに必要なあらゆるもののコンテナ。 

￭ Code - ソース コードのコンテナ    

￭ Shared Code – 他のプロジェクトから取り込んで共用されるソース コードのコンテナ。 



￭ Unit Tests - 単体テストのコンテナ。 

￭ Lib - バナリの依存関係用のコンテナ。 

o Docs – 製品に付属する資料のコンテナ。 

o Installer – ンストーラのソース コードおよびバナリ用のコンテナ。 

o Tests – テスト チームのテスト用のコンテナ。 

 

メン分岐から作成するどの分岐も、このフォルダ構造とフゔル構造を新しい分岐にコピーします。

以下に例を示します。 

 Development – 開発分岐  

o Source – ビルドに必要なあらゆるもののコンテナ。 

￭ Code - ソース コードのコンテナ   

￭ Shared Code – 他のプロジェクトから取り込んで共用されるソース コードのコンテナ。 

￭ Unit Tests - 単体テストのコンテナ。 

￭ Lib - バナリの依存関係用のコンテナ。 

 Main – 統合分岐  

o Source – ビルドに必要なあらゆるもののコンテナ。 

￭ Code - ソース コードのコンテナ   

￭ Shared Code – 他のプロジェクトから取り込んで共用されるソース コードのコンテナ。 

￭ Unit Tests - 単体テストのコンテナ。 

￭ Lib - バナリの依存関係用のコンテナ。 

o Docs – 製品に付属する資料のコンテナ。 

o Installer – ンストーラのソース コードおよびバナリ用のコンテナ。 

o Tests – テスト チームのテスト用のコンテナ。 

 

参考資料  

 •  

ワークスペースの作成の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181384(VS.80).aspx  の「方法 : ワークスペース

を作成する」を参照してください。 



 

ワークスペース マッピングの定義方法  

サーバー上のソース管理フゔルおよびフォルダをローカル ドラブにマップするには、ワークスペ

ース マッピングを定義します。 

 

ハードデゖスク上にまだないプロジェクト用のワークスペース マッピングを作成するには  

 

1. [ソース管理エクスプローラ] で、ルート ソース フォルダを選択します。 

2. [最新バージョンの取得] を右クリックして選択します。 

3. ワークスペースのマップ先のローカル フォルダを選択します。 

 

ハードデゖスク上に既にあるプロジェクト用のワークスペース マッピングを変更するには  

 

1. [フゔル] → [ソース管理] → [ワークスペース] の順にクリックします。 

2. [ワークスペースの管理] ボックスを使用して、既存のワークスペースの追加、削除、または編集を

行います。 

 

既存のワークスペース マッピングを表示するには  

 

1. [ソース管理エクスプローラ] で、ソース フォルダを選択します。 

2. 右クリックしてから、[プロパテゖ] をクリックします。 

ローカル ドラブに対するワークスペースのマッピングが [ローカル名] フゖールドに表示され

ます。 

 

次のような、ワークスペース マッピングの作成のベスト プラクテゖスを考察してみましょう。 

 チーム プロジェクトのルート レベルでマッピングを作成します。新しいチーム プロジェクトの

場合、チーム プロジェクトのルート ($/MyTeamProject) を、たとえば C:\TeamProjects など

の、ローカル ドラブ上の同じ名前の付いたフォルダにマッピングします。マッピングは再帰的

なため、ソース管理内の構造とまったく同じローカル フォルダ構造全体を自動的に作成します。 



 共有コンピュータ上で、固有のローカル フォルダ パスを使用します。1 台のコンピュータ上で 2 

人のユーザーが、同じワークスペース マッピングを共有することはできません。たとえば、同僚 2 

人が、同一のチーム プロジェクト ($/MyTeamProject) を、ローカル コンピュータ上の同じフ

ォルダにマップすることはできません。この場合は、[マ ドキュメント] の下にマッピングを作

成する (この場合、場所パスが長くなってしまいます) か、またはローカル コンピュータ上でチー

ム フォルダの命名規則を設定します (たとえば C:\TeamProjects\User1 や 

C:\TeampProjects\User2 など)。 

 ツリー全体が必要とは限りません。パフォーマンスを向上してデゖスク サズの必要量を削減す

るには、開発プロジェクトで必要なフゔルのみをマップしてください。一般的には、作業対象の

ソリューションに関係するものフゔルおよびプロジェクトのみが必要です。 

 プロジェクト間の依存関係をサポートするワークスペース マッピングに対し、マッピングの使用

を避けます。一般的に、複数のチーム プロジェクトにまたがる依存関係を確立しないようにしま

す。つまり、すべての関連/依存関係にあるソリューション/プロジェクトは、すべて 1 つの同じ

チーム プロジェクトの下に置いてください。これにより、ビルド スクリプトをカスタマズする

必要性が削減されます。依存関係が存在する場合、プロジェクト参照を使用してその依存関係を定

義するか、または共有プロジェクトから各自のプロジェクトに依存関係を分岐します。フゔル参

照は、管理しづらいので、避ける必要があります。例外として、依存する側のプロジェクトを並列

開発していて、リゕルタムの変更を必要とする場合があります。そのような場合、ワークスペー

ス マッピングの使用を検討してみることができます。ただし、依存する側のコードが原因で、変

更点の数が多くなりすぎた場合、分離のバッフゔを作成するための分岐を検討してみてもかまいま

せん。 

 

参考資料  

 ワークスペースの作成の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181384(VS.80).aspx  の「方法 : ワークスペ

ースを作成する」を参照してください。 

 ワークスペースの編集の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms245466(VS.80).aspx  の「方法 : ワークスペ

ースを編集する」を参照してください。 



 

コンピュータ上でのワークスペースを使用したコード変更の分離方法  

開発者の場合、2 つのワークスペースを作成することができます。一方には、チームの他のだれかが扱

うフゔルおよびフォルダへの参照を格納し、もう一方には、分離が必要なフゔルおよびフォルダを

格納します。このようにフゔルを分離すれば、他のどこかで実行されている作業と並列して特定のフ

ゔルを開発することができます。たとえばこれを使用して、リスクを伴う保留中の変更の処理やコー

ド レビューを行うことができます。 

 

2 つ目のワークスペースを作成するには  

 

1. [ソース管理エクスプローラ] で、[ワークスペース] ボックスをクリックし、[ワークスペース] を

クリックします。 

2. [ワークスペースの管理] ダゕログ ボックスで、[追加] をクリックします。 

3. [ワークスペースの追加] ダゕログ ボックスで、MyIsolatedWork といった新しいワークスペ

ース名を入力し、今後の使用に備えてワークスペースの用途に関するコメントを記入します。 

4. [作業フォルダ] リストで、ワークプレースの状態を [ゕクテゖブ] に設定し、ワークプレースに組

み入れるソース管理フォルダ (これは、チーム プロジェクトのルート フォルダまたは他の任意の

サブフォルダでかまいません) を指定し、次に、ワークスペースから取り込んだフゔルを収容す

るコンピュータ上のローカル フォルダ パスを指定します。 

5. [OK ] をクリックしてから [閉じる] をクリックして、分離ワークスペースを作成します。 

 

分離ワークスペースでの作業の開始のための一連の最新ソースを取り出すには  

1. [ソース管理エクスプローラ] で、分離ワークスペース名が [ワークスペース] ボックスで選択され

ていることを確認します。 

2. チーム プロジェクトのルート フォルダ (ただし、ソース ツリーの一部しか必要ない場合はサブ

フォルダ) を選択して右クリックしてから、[最新バージョンの取得] をクリックします。これによ

り、ソース管理サーバーから、新しいワークスペースにマップしたコンピュータ上のローカル デ

ゖレクトリに、フォルダ構造と最新のフゔル セットがコピーされます。 

3.  



参考資料  

 ワークスペースの作成の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181384(VS.80).aspx  の「方法 : ワークスペー

スを作成する」を参照してください。 

 ワークスペースの編集の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms245466(VS.80).aspx  の「方法 : ワークスペー

スを編集する」を参照してください。 

 

セキュリテゖ 

 開発者のワークステーションと TFS の間のチャネルを保護する方法  

 

開発者のワークステーションと TFS の間のチャネルを保護する方法  

開発者のワークステーションと TFS の間のチャネルを保護するために、HTTPS と SSL (Secure 

Sockets Layer: セキュゕ ソケット レヤー) 暗号化を使用するように TFS を構成することができ

ます。HTTP 接続を使用不可にして、HTTPS と SSL のみを使用するように TFS を構成することも

できます。そのためには、まず、HTTPS と SSL が使用可能になるように TFS を構成してから、HTTPS 

と SSL に必要な追加のステップを実行する必要があります。 

 

HTTPS と SSL を使用すると、チーム プロジェクトのポータル、レポート、および作業項目を含め、

Team Foundation Server の Web リソースへのゕクセスを要求する Team Foundation Client と 

TFS の間のネットワーク トラフゖックが暗号化されます。 

参考資料  

 詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/aa395265(VS.80).aspx  の

「HTTPS と Secure Sockets Layer (SSL) を使用した Team Foundation Server のセキュリテ

ゖ保護」を参照してください。 

 SSL (Secure Socket Layer) を使って TFS をセットゕップする方法の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms242875(VS.80).aspx の「チュートリゕル : 



SSL (Secure Sockets Layer) を使用する Team Foundation Server のセットゕップ」を参照し

てください。 

 HTTPS および SSL のみに対応するように TFS を構成する方法の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/aa395285(VS.80).aspx  の「方法 : HTTPS と 

SSL だけを使用するように Team Foundation Server を構成する」を参照してください。 

 

シェルビング  

 シェルビングを使用した、保留中の作業のバックゕップ方法  

 シェルビングを使用した、チーム メンバとのコードの共有方法  

シェルビングを使用した、保留中の作業のバックゕップ方法  

保留中の変更をサーバーにバックゕップするには、チェックンの準備がまだできていないフゔルを

シェルビングします。これにより、ビルドの不安定性を招く可能性のある部分的に完了した作業をチェ

ックンしなくても、ソースは確実にサーバーにゕップロードされます。 

 

一連の保留中の変更をシェルビングするには  

 

1. [ソリューション エクスプローラ] でソリューションを右クリックしてから、[保留中の変更を表

示] をクリックして、保留中の変更を表示します。 

2. シェルビングしたいフゔルを選択してから、[シェルブ] をクリックします。 

3. シェルブセット名と、シェルブセットの用途を示すコメントを入力してから、[シェルブ] をクリッ

クします。 

 

その次の日に作業を復元するには  

 

1. [フゔル] メニューで、[ソース管理] を指して、[ゕンシェルブ] をクリックします。 

2. 目的のシェルブセットを選択し、[ゕンシェルブ] をクリックします。 

シェルビングされたリビジョンが、ワークスペース内で既に保留中になっている変更と競合しない

限り、シェルビングされた各リビジョンは、Team Foundation Server によって保留中の変更と



して宛先ワークスペースに復元されます。 

 

参考資料  

 保留中の変更のシェルビングの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181404(VS.80).aspx  の「方法 : 保留中の変

更をシェルブおよびゕンシェルブする」を参照してください。 

 

シェルビングを使用した、チーム メンバとのコードの共有方法  

チーム メンバと共有するためにソース コードをシェルビングするには、[最新バージョンの取得] 操

作を実行し、ワークスペースを最新のサーバー バージョンに同期してから、確実にコンパルが行わ

れるように、ゕプリケーションをビルドします。[ソース管理エクスプローラ] を使用してソースをシ

ェルビングします。コードのハンドオフ先のチーム メンバは、その後、コードをゕンシェルブする必

要があります。 

 

シェルビングが便利なのは、別のチーム メンバによって完了される予定の進行中の作業に携わってい

る場合です。そのようなケースでは、簡単にハンドオフできるように、変更をシェルビングすることが

できます。最新のコードを同期することによって、ワークスペース外で行われたソース フゔルの変

更を組み入れる機会が与えられます。 

 

ソース管理エクスプローラからフォルダおよびフゔルをシェルビングするには  

 

1. ソース管理エクスプローラで、右クリックしてから、[保留中の変更をシェルブ] をクリックします。 

2. [シェルブ - ソース フゔル] ダゕログ ボックスの [シェルブセット名] ボックスに、たとえ

ば shelvetest といったシェルブセット名を入力します。 

3. [コメント] ボックスに Testing my shelveset と入力し、[シェルブ] をクリックします。 

 

フゔルとフォルダがソース管理サーバーにコピーされて、他のチーム メンバがゕンシェルブで使用

できるようになります。 



 

他のチーム メンバがシェルブセットをゕンシェルブした場合、シェルビングされたリビジョンが、ワ

ークスペース内で既に保留中になっている変更と競合しない限り、シェルビングされた各リビジョンは、

TFS によって保留中の変更として宛先ワークスペースに復元されます。 

 

一連の保留中の変更をゕンシェルビングするには  

1. Visual Studio 2005 Team System で、[フゔル] メニューをクリックし、[ソース管理] をポ

ントして、 [ゕンシェルブ ] をクリックします。  

2. [所有者の名前] ボックスにシェルブセットの作成者の名前 (たとえば 

ADVENTUREWORKS\JuanGo または単純に juango) を入力してから、[検索] をクリックしま

す。 

3. [結果] ペンで、ワークスペースにゕンシェルブするシェルブセットを選択してから、[詳細] を

クリックします。 

4. シェルブセットをソース管理サーバーから削除したい場合、[シェルブセットをサーバーに保持す

る] オプションをクリゕします。 

5. (オプション) 復元されるシェルブセットに作業項目とチェックン メモを関連付けたくない場合

は、[作業項目およびチェックン メモの復元] オプションをクリゕします。 

6. [詳細] ダゕログ ボックスが表示されたら、ワークスペースにゕンシェルブするシェルブセット

またはシェルブセット項目を選択してから、[ゕンシェルブ] をクリックします。 

 

参考資料  

 詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181404(VS.80).aspx  の「方

法 : 保留中の変更をシェルブおよびゕンシェルブする」を参照してください。 

 

ソース管理の資料  

 Team Foundation Server のソース管理の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181237(VS.80).aspx  の「Team Foundation 

ソース管理」を参照してください。 



 

 

  



質問と回答: Team Foundation Server のソース管理とバ

ージョニング  

索引  

バージョン管理へのゕクセス  

 MSSCCI Provider とは何ですか、いつ使用するのですか?  

 TFS をサポートしている 他の IDE にはどのようなものがありますか?  

 Team Foundation Server Power Tool はいつ使用すればよいですか?  

 バージョン管理の拡張性に関する最も一般的なシナリオはどのようなものですか?  

 コマンドランからバージョン管理をどのように操作すればよいですか?  

 

管理  

 継承しているゕクセス許可を持つフォルダ内のフゔルには、どのようにしてゕクセス許可を付与

すればよいですか?  

 開発者がプロジェクトを辞めてしまった場合はどうすればよいですか?  

 チェックンを実行することについて信頼していないンターンまたは他の開発者は、どのように

管理すればよいですか?  

 ゕプリケーションを出荷した後でゕクセス許可を修正するには、どのようにすればよいですか?  

 

分岐/ラベル/マージ  

 ラベルはいつ使用すればよいですか?  

 TFS のラベルは VSS のラベルとどのように違いますか?  

 分岐とは何ですか?  

 分岐はいつ検討すればよいですか?  

 分岐しない理由は何ですか?  

 ゕプリケーションをリリースするために分岐をどのように使用すればよいですか?  



 ゕプリケーションを保守するために分岐をどのように使用すればよいですか?  

 チーム間の競合を減らすために分岐をどのように使用すればよいですか?  

 機能間の競合を減らすために分岐をどのように使用すればよいですか?  

 分岐およびマージに対して実証されているプラクテゖスには、どのようなものがありますか?  

 分岐とラベルの違いは何ですか?  

 "path space" の分岐モデルとは何ですか?  

 TFS のプロモーション モデルはどのように動作しますか?  

 2 つの分岐をどのようにマージしますか?  

 複数のチーム プロジェクトをまたがってマージできますか?  

 基点のないマージとは何ですか?  

 コード プロモーション モデルとは何ですか?  

 分岐の論理ビューと物理ビューの違いは何ですか?  

 コード プロモーション モデルを使用している場合、どのくらいの頻度でマージすればよいです

か?  

 

チェックンおよびチェックン ポリシー  

 変更セットとは何ですか?  

 チェックン ポリシーとは何ですか?  

 チェックン ポリシーはいつ、どのようにオーバーラドできますか?  

 どのようにしてポリシーを強制するのですか?  

 チェックンの検証システムをどのように使用すればよいですか?  

 デゖスク上のフゔル名の修正、またはフゔルの削除を行った場合、バージョン管理では同期を

とれませんか?  

 自動的な競合解決はどのように動作しますか?  

 競合を手動で解決するにはどのようにすればよいですか?  

 どのようにして競合を回避すればよいですか?  

 

チェックゕウト、取得、およびロック  



 フゔルを最後に修正した開発者を見つけるにはどのようにすればよいですか?  

 get コマンドはどのように機能しますか?  

 共有チェックゕウトと排他チェックゕウトの違いは何ですか?  

 lock コマンドはいつ使用すればよいですか?  

 TFS はどのようなタプのロックをサポートしていますか?  

 

分散/リモート開発  

 オフランでどのように作業すればよいですか?  

 分散したチーム開発を最適化するにはどのようにすればよいですか?  

 TFS のバージョン管理プロキシとは何ですか?  

 TFS のバージョン管理プロキシのパフォーマンスを最適化するにはどのようにすればよいですか?  

 

移行  

 TFS のバージョン管理は VSS とどのように違いますか?  

 チェックゕウトのモデルは VSS とどのように違いますか?  

 VSS から TFS へソースをどのように移行すればよいですか?  

 他のバージョン管理システムからソースをどのように移行すればよいですか?  

 

プロジェクト/ワークスペースの管理  

 チーム プロジェクトはどのように編成すればよいですか?  

 プロジェクト間の依存関係はどのように管理すればよいですか?  

 ワークスペースとは何ですか?  

 開発者を分離するためにワークスペースをどのように使用すればよいですか?  

 ワークスペースをマッピングするために実証されているプラクテゖスにはどのようなものがあり

ますか?  

 共有コンポーネントおよびコードを管理するために実証されているプラクテゖスにはどのような

ものがありますか?  



 新しいチーム プロジェクトまたは新しい分岐はいつ作成すればよいですか?  

 複数のプロジェクト間で共有しているソース コードはどのように管理すればよいですか?  

 複数のプロジェクト間で共有しているバナリはどのように管理すればよいですか?  

 ソース ツリーはどのように編成すればよいですか?  

 

シェルビング  

 シェルビングとは何ですか?  

 シェルブセットとは何ですか?  

 一般的にシェルビングはいつ使用すればよいですか?  

 シェルビングをどのように使用して作業をバックゕップすればよいですか?  

 シェルブセットをゕンシェルブしたくなる理由は何ですか?  

バージョン管理へのゕクセス  

 MSSCCI Provider とは何ですか、いつ使用するのですか?  

 TFS をサポートしている 他の IDE にはどのようなものがありますか?  

 Team Foundation Server Power Tool はいつ使用すればよいですか?  

 バージョン管理の拡張性に関する最も一般的なシナリオはどのようなものですか?  

 コマンドランからバージョン管理をどのように操作すればよいですか?  

 

MSSCCI Provider とは何ですか、いつ使用するのですか?  

Microsoft® Source Code Control Interface (MSSCCI) プロバダを使用して、Microsoft Visual 

Studio® チーム エクスプローラをサポートしていない製品に対して、統合されたバージョン管理のユ

ーザー エクスペリエンスを提供します。たとえば、Visual Studio 6.0 を使用している場合は、MSSCCI 

クラゕントまたはコマンドランを使用して Microsoft Visual Studio Team System (VSTS) 

Team Foundation バージョン管理とやりとりできます。  

 

次のクラゕントは、MSSCCI プロバダを使用して、Team Foundation バージョン管理を直接使

用することができます。  



 Microsoft Visual Studio .NET 2003  

 Microsoft Visual C++® 6 Service Pack 6 (SP6)  

 Microsoft Visual Basic® 6.0 SP6  

 Microsoft Visual FoxPro® 9.0 SP1  

 Microsoft Access 2003 SP2  

 Microsoft SQL Server™ Management Studio  

 Sparx Systems Enterprise Architect 6.1  

 Sybase PowerBuilder 105  

 Toad for SQL Server 2.0  

 

MSSCCI プロバダは、Visual Studio 2005 の Team Foundation のバージョン管理とは次の点で

動作が異なります。  

 チェックゕウトにより最新バージョンの取得の操作も実行する。  

 チェックゕウト時に排他チェックン ロックが適用される。  

 [ソース管理から開く] および [ソース管理へ保存] のメニュー オプションは、Microsoft Visual 

SourceSafe® と同様の動作をする。  

 

参考資料   

 Microsoft MSDN® の MSSCCI の詳細については、

「http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/vcug98/html/_asug_

the_microsoft_source_code_control_interface.asp の「The Microsoft Source-Code Control 

Interface」を参照してください。 

 MSSCCI Provider の詳細については、

http://blogs.msdn.com/bharry/archive/2006/03/24/559876.aspx の「Update on the TFS 

MSSCCI Provider」を参照してください。 

 MSSCCI のゕドンは、TFS Power Tool で開発されていますが、Microsoft では正式にサポート

されていません。このツールを MSDN からダウンロードするには、

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=87E1FFBD-A484-4C3A-877

6-D560AB1E6198&displaylang=en へゕクセスしてください。 



 

TFS をサポートしている 他の IDE にはどのようなものがありますか?  

Team Foundation Server は、チーム エクスプローラがンストールされている Visual Studio 

2005 のすべてのエデゖションから使用できます。チーム エクスプローラを、Visual Studio 2005 以

外の統合開発環境 (IDE) と共に実行して、チーム プロジェクトで作業し、作業項目を管理することも

できます。  

 

次のクラゕントは、他のベンダーから提供されている統合ソリューションを備えています。  

 Eclipse  

 Linux クラゕント  

 Apple Macintosh クラゕント  

 Hypertext Markup Language (HTML) Web クラゕント  

 

Eclipse IDE、Linux、または Macintosh のクラゕントから Team Foundation のバージョン管理

にゕクセスしたい場合は、クラゕント ゕプリケーションの Teamprise スートをンストールす

ることを検討してください。これは http://www.teamprise.com/ で入手できます。 

 

Web から Team Foundation のバージョン管理に読み取り専用でゕクセスしたい場合は、Team 

System Web Access をンストールすることを検討してください。これは 

http://msdn2.microsoft.com/en-us/teamsystem/bb676728.aspx で入手できます。 

 

参考資料   

 チーム エクスプローラの使用の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms242912(vs.80).aspx の「以前のバージョンの 

Visual Studio プロジェクトまたはその他のコード プロジェクトの操作」を参照してください。 

 Teamprise の詳細については、http://www.teamprise.com を参照してください。 

 Team System Web Access の詳細については、 



http://msdn2.microsoft.com/en-us/teamsystem/bb676728.aspx を参照してください。 

 

Team Foundation Server Power Tool はいつ使用すればよいですか?  

Team Foundation Power Tool (TFPT) は、Visual Studio 2005 のユーザー ンターフェス (UI) 

から利用できないバージョン管理機能を提供します。TFPT は、たとえばオフランの作業に便利です。

また、変更セットのチェックンを元に戻す手段として、TFPT を使用してロールバック処理を実行す

ることもできます。次のいずれかの操作を実行しなければならない場合は、TFPT の使用を検討してく

ださい。  

 ゕンシェルブ － TFS でサポートされているゕンシェルブの操作では、シェルブされた変更とロー

カルな変更を一緒にマージすることはできません。保留中の変更 (編集) がローカル ワークスペー

ス内の項目に含まれていて、かつシェルブされた変更も編集である場合は、TFPT を使用して変更

セットから変更をゕンシェルブすることにより、3 方向マージを用いて TFPT で各変更をマージ

することができます。  

 ロールバック － TFS は、変更セットのチェックンを元に戻す機能には直接は対応していません。

TFPT の rollback コマンドを使用すると、特定の変更セットで行われた変更の大半は元に戻すこ

とができます。すべての変更をロールバックできるわけではありませんが、ほとんどのシナリオで

ロールバックが動作します。  

 オフラン作業 － TFPT のオンラン ツールでは、ある一定期間、サーバーに接続しなくても

作業することができます。これは、ローカル ワークスペースに対して行った変更をサーバーに通

知する機能によって実現されます。  

 変更セットの取得 － TFPT の GetCS コマンドを実行すると、変更セットの当該バージョンの時

点で変更セットに列挙されていた項目がすべて取得することができます。これは、自分のワークス

ペースに必要な変更が既に同僚によってチェックンされていた場合は便利ですが、ワークスペー

ス全体を最新バージョンに更新することはできません。  

 保留中の変更の解除 － TFPT の UU (Undo Unchanged) コマンドを実行すると、実際にはまだ

編集されていない保留中の編集がフゔルから削除されます。編集用にフゔルを大量にチェック

ゕウトしておいて、実際には少数のフゔルしか変更しないような場合は、この方法が便利です。

TFPT の UU コマンドを実行することにより、まだ変更されていないフゔル上での編集状態を

取り消すことができます。このコマンドは、ローカル ワークスペースに含まれているフゔルの



ハッシュと、サーバー上にあるハッシュとを比較して、フゔルが実際に編集されたのかどうかを

判定するコマンドです。 

 

これらの各コマンドは、Tfpt.exe を使用してコマンド ランから実行します。  

 

参考資料   

 TFPT をダウンロードするときは、

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=7324c3db-658d-441b-852

2-689c557d0a79&DisplayLang=en へゕクセスしてください。 

 TFPT について意見を交わしているフォーラムを見たい場合は、

http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowForum.aspx?ForumID=930&SiteID=1 にゕクセ

スしてください。 

 

バージョン管理の拡張性に関する最も一般的なシナリオはどのようなものですか?  

バージョン管理の拡張性における最も一般的なシナリオは、チェックン時の基準を強化するためにチ

ェックン ポリシーをカスタマズすることです。[チェックン ポリシーの追加] ダゕログ ボッ

クスに示されるカスタム ポリシーのプラグンを作成するには、Visual Studio Team Foundation 

Server の Software Development Kit (SDK) で提供される拡張性機能を使用します。TFS の SDK 

は、http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=68586 からダウンロードできます。 

 

一般的ではありませんが、Visual Studio 2005 以外のクラゕントが Team Foundation のバージョ

ン管理と作業できるようにするための統合レヤーを記述することもできます。  

 

参考資料   

 チェックン ポリシーのカスタマズ方法を学習するには、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181281(VS.80).aspx の「チュートリゕル : チ

ェックン ポリシーとチェックン メモのカスタマズ」を参照してください。 



 特定のパターンのチェックンを禁止するサンプル コードの詳細については、

http://blogs.msdn.com/jmanning/archive/2006/02/02/523125.aspx の「Checkin Policy to 

Disallow Certain Patterns」を参照してください。 

 チェックンでのコメントを義務付けるサンプル コードの詳細については、

http://blogs.msdn.com/jmanning/archive/2006/01/21/515858.aspx の「Sample Checkin 

Policy: Make Sure the Comment Isn’t Empty」を参照してください。 

 新しいチェックン ポリシーを登録する方法の詳細については、

http://blogs.msdn.com/jmanning/archive/2006/02/07/526778.aspx の「I’ve Made a New 

Check-In Policy! How Do I Add It?」を参照してください。 

 TFS の SDK をダウンロードするには、http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=68586 へゕ

クセスしてください。 

 Team Foundation のバージョン管理の拡張性について詳しく学習するには、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb187335(VS.80).aspx の「Walkthru: The 

Version Control Object Model」を参照してください。 

 

コマンドランからバージョン管理をどのように操作すればよいですか?  

Team Foundation Server には、ソース管理の操作を実行するためのコマンドラン ツール (Tf.exe) 

が用意されています。たとえば、このコマンドランを使用して Microsoft Windows® Task 

Scheduler を使用し、操作をスケジュールすることができます。  

 

適切なパスおよび他の環境変数を確実にセットゕップするには、Visual Studio 2005 の [コマンド プ

ロンプト] ウゖンドウからツールを実行するか、または Vsvars32 バッチ フゔルを実行します。こ

のバッチ フゔルは通常、ドラブ文字:\Program Files\Microsoft Visual Studio 

8\Common7\Tools にあります。このコマンドランは、Checkin、Checkout、Get、History、

Shelve、Branch、Merge、Label、Status、Undelete、Undo などソース管理のほとんどのコマ

ンドをサポートしています。  

 

次に、コマンドランから実行する一般的な操作を示します。  

 サーバーからローカル マシンにフゔルを同期する – tf get  



 フゔルをサーバーへ追加する – tf add  

 編集するためのフゔルをチェックゕウトする – tf checkout  

 保留中の変更をチェックンする – tf checkin  

 特定の変更セットをサーバーから取得する – tf get /version  

 

次の操作は、コマンドランでのみ実行できます。  

 他のユーザーのワークスペースを削除する – tf workspace /delete  

 他のユーザーのチェックンを元に戻す – tf undo  

 他のユーザーのロックを解除する – tf lock  

 ラベルの範囲を定義する – tf label  

 基点のないマージを実行する – tf merge  

 

参考資料   

 Tf.exe コマンドの操作の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/zthc5x3f(VS.80).aspx の「チュートリゕル : コマ

ンドランからの Team Foundation ソース管理の操作」を参照してください。 

 コマンドランのみで使用できるコマンドの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms194957(VS.80).aspx の「コマンド ランから

のみ実行できる操作 (Team Foundation ソース管理)」を参照してください。 

 

管理  

 継承しているゕクセス許可を持つフォルダ内のフゔルには、どのようにしてゕクセス許可を付与

すればよいですか?  

 開発者がプロジェクトを辞めてしまった場合はどうすればよいですか?  

 チェックンを実行することについて信頼していないンターンまたは他の開発者は、どのように

管理すればよいですか?  

 ゕプリケーションを出荷した後でゕクセス許可を修正するには、どのようにすればよいですか?  

 



継承しているゕクセス許可を持つフォルダ内のフゔルには、どのようにしてゕクセス許可を

付与すればよいですか?  

ゕクセス許可を設定するには、ソース管理エクスプローラでフォルダまたはフゔルを右クリックして 

[プロパテゖ] をクリックし、[セキュリテゖ] タブで、ゕクセス許可を変更したいユーザーまたはグル

ープを選択して、[ゕクセス許可] にリストされているゕクセス許可を編集します。これらのゕクセス

許可は、TF コマンドラン ユーテゖリテゖの Permission コマンドを使用して、コマンドランで

設定することもできます。  

 

Team Foundation のソース管理では、Windows グループ、Windows ユーザー、および Team 

Foundation グループに対してゕクセス許可を付与することができます。ゕクセス許可は、上位フォル

ダから継承することができます。また、ゕクセス許可を明示的に宣言することもできます。  

 

ゕクセス許可の設定は、Allow または Deny のいずれかの形式になります。Deny が継承されており、

Grant が明示的に定義されている場合でも、Deny は常に Grant を上書きします。継承されたゕクセ

ス許可と明示的なゕクセス許可が組み合わされて、項目についてのユーザーまたはグループの有効なゕ

クセス許可が決定されます。Deny は常に Allow を上書きするため、継承を常に有効にしてチェック

ンを拒否する、といったことができます。  

 

継承をオフにする場合は注意が必要です。たとえば、継承をオフにする前に、必要な明示的なゕクセス

許可を最初に設定し、自分のゕカウントに特有のゕクセス許可を割り当てるようにします。対象のゕク

セス許可を設定せずに継承をオフにすると、自身がフゔルまたはフォルダから締め出され、ゕプリケ

ーション層のコンピュータの管理者でもある、TFS 管理者にゕクセス許可を修正してもらうことが必

要になります。ゕプリケーション層のローカル管理者は、設計上、自身を完全に締め出すことはありま

せん。 

  

参考資料   

 ゕクセス許可の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms253077(VS.80).aspx の「Team Foundation 

Server の既定のグループ、ゕクセス許可、およびロール」を参照してください。 



 ゕクセス許可について、さらに詳しい情報は、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181761(VS.80).aspx の「ソース管理のセキュ

リテゖ権限およびゕクセス許可」を参照してください。 

 

開発者がプロジェクトを辞めてしまった場合はどうすればよいですか?  

開発者がプロジェクトを辞めてしまった場合は、その開発者のワークスペースを必ず削除してください。

この操作により、その開発者の保留中の変更もすべて削除され、開発者が保持していたすべてのロック

も元に戻されます。  

 

注意:チーム プロジェクトに対して排他ロックがオンになっている場合は、変更を元に戻さずにロック

を元に戻すことはできません。  

 

開発者がロックしていたフゔルを見つけるには、次のコマンドを実行します。  

 

 tf workspaces /owner:domain\devuser /computer:* /server:servername  

 

ワークスペースを削除し、ロックを除去するには、次のコマンドを実行します。  

 

 Tf workspace /delete workspacename;domain\devuser /s:servername  

 

参考資料   

 開発者がプロジェクトを辞めた後のクリーンゕップの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms194958(VS.80).aspx の「方法 : チームを離れ

るメンバのフゔルをクリーンゕップする」を参照してください。 

 Workspace コマンドの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/y901w7se(VS.80).aspx の「Workspace コマンド」

を参照してください。 

 



チェックンを実行することについて信頼していない研修生または他の開発者は、どのように

管理すればよいですか?  

新人や研修生のように、まだ確固とした信頼の置けない開発者には、ソース ツリーのチェックン権

限を利用させないことができます。引き継いだ権限をオフにする前に、自身のゕカウントに関する権限

をはじめとして必要な権限は必ず設定するようにしてください。対象となる開発者は、直接チェック

ンはできなくても、保留中の変更は可能ですし、そうした変更をシェルブすることもできます。もっと

経験を積んだ開発者であれば、そうした変更をゕンシェルブして、内容をよく調べて、チェックンす

ることができます。  

 

参考資料   

 権限を削除の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms400718(VS.80).aspx の「方法 : ソース管理対

象のフゔルへのゕクセスを削除する」を参照してください。 

 

ゕプリケーションを出荷した後でゕクセス許可を修正するには、どのようにすればよいです

か?  

出荷の後など、分岐がメンテナンス モードになっている場合は、ゕクセス許可の継承をオフにして、

ツリーをロックすることができます。ゕクセス許可をオフにした後、ホットフゖックスの必要に応じて、

個々のユーザーに「更新しない」および「チェックン」のゕクセス許可を定義することができます。 

 

参考資料   

 ゕクセス許可の削除の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms400718(VS.80).aspx の「方法 : ソース管理対

象のフゔルへのゕクセスを削除する」を参照してください。 

 

分岐/ラベル/マージ  



 ラベルはいつ使用すればよいですか?  

 TFS のラベルは VSS のラベルとどのように違いますか?  

 分岐とは何ですか?  

 分岐はいつ検討すればよいですか?  

 分岐しない理由は何ですか?  

 ゕプリケーションをリリースするために分岐をどのように使用すればよいですか?  

 ゕプリケーションを保守するために分岐をどのように使用すればよいですか?  

 チーム間の競合を減らすために分岐をどのように使用すればよいですか?  

 機能間の競合を減らすために分岐をどのように使用すればよいですか?  

 分岐およびマージに対して実証されているプラクテゖスには、どのようなものがありますか?  

 分岐とラベルの違いは何ですか?  

 "path space" の分岐モデルとは何ですか?  

 TFS のプロモーション モデルはどのように動作しますか?  

 2 つの分岐をどのようにマージしますか?  

 複数のチーム プロジェクトをまたがってマージできますか?  

 基点のないマージとは何ですか?  

 コード プロモーション モデルとは何ですか?  

 分岐の論理ビューと物理ビューの違いは何ですか?  

 コード プロモーション モデルを使用している場合、どのくらいの頻度でマージすればよいです

か?  

 

ラベルはいつ使用すればよいですか?  

後の操作のために、特定のフゔルとフォルダをまとめてグループ化する場合にラベルを使用します。

ラベルは、分岐、マージ、差分抽出、フゔルの取得に対して使用できます。ラベルは、これらのいず

れかの操作を実行するときに、後で戻ることができる目印を付けます。  

 

Team Foundation のビルドは、作成する各ビルドに関連付けられているフゔル バージョンに自動

的にラベルを付けます。  

 



注意:分岐が必要かどうかわからない場合は、フゔル セットにラベルを付けて、後でそのラベルを基

にして分岐を作成することができます。  

 

参考資料   

 ラベルの詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181439(VS.80).aspx 

の「ラベルの操作」を参照してください。 

 ラベルについて、さらに詳しい情報は、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181440(VS.80).aspx の「方法 : ラベルを適用

する」を参照してください。 

TFS のラベルは VSS のラベルとどのように違いますか?  

Team Foundation Server のラベルは VSS のラベルと大きく異なります。VSS のラベルは、通常は 

VSS のすべてまたは一部のツリーに対して割り当てる「一時点」を表すラベルなので、VSS は、時系

列に従ってフゔル履歴とともにラベルを表示します。ラベル付けされているフゔルの前にリストに

表示されているものはすべて、ラベルに含まれていますが、このリストの後のものはすべて含まれませ

ん。  

 

TFS では、タミングを使用する代わりに、ラベルによって、一連のソース フゔルの特定のバージ

ョン同士を結びつけます。ラベルを使用する一般的なシナリオの 1 つは、デリー ビルドの目印に使

用することです。これによって、修正を適用する必要がある場合など、特定のビルドに対応するソース 

フゔル セットを簡単に取得することができます。  

参考資料   

 TFS と VSS のラベルの比較の詳細については、

http://blogs.vertigosoftware.com/teamsystem/archive/2006/05/03/Comparing_SourceSa

fe_Labels_to_Team_Foundation_Server_Labels.aspx の「Comparing SourceSafe Labels to 

Team Foundation Server Labels」を参照してください。 

 

分岐とは何ですか?  



分岐 (フォークとも呼ばれる) は、フゔルの集まりを個々の開発パスに分けることです。Team 

Foundation Server は、分岐および高度なマージをサポートしており、これによって、個々の分岐の

フゔルを結合することができます。たとえば、分岐を使用して、ゕプリケーションのメジャー リリ

ースを分離することができます。リリースされたゕプリケーションのバージョンを分岐したら、後でそ

れをより簡単に保守することができます。マージによって、両方の分岐に対して選択的に修正を行うこ

とができます。  

 

分岐およびマージの目的は、並行する開発の流れを分離することです。たとえば、チームで将来的に維

持したいビルドを作成したときに、分岐を作成します。また、非常に規模の大きい開発組織で機能チー

ムを分離するために分岐を選択したり、ゕプリケーションで同時に複数のバージョンの開発をサポート

したりする場合にも、分岐を選択できます。  

 

TFS のバージョン管理では、分岐のときにフゔル コンテンツの別のコピーを作成しないため、ソー

ス管理データベースで、多量の追加スペースを消費しません。分岐は、差分リストのソース コンテン

ツを指しているデータベース内のポンタから構成されます。この差分によって、ベースとなるバージ

ョンからソース コンテンツを変更します。  

 

参考資料   

 分岐およびマージの概要については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa730834(VS.80).aspx の「Branching and 

Merging Primer」を参照してください。 

 分岐の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181425(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルとフォルダを分岐する」を参照してください。 

 マージの詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181428(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルおよびフォルダをマージする」を参照してください。 

 Visual Studio 2005 における分岐とマージの方法の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181423(VS.80).aspx の「Team Foundation 

ソース管理の分岐およびマージ」を参照してください。 

 



分岐はいつ検討すればよいですか?  

分岐を使用すると、複数の開発者が同じフゔル上で個別に作業することができます。マージにはオー

バーヘッドが伴い、競合を管理しなければならないため、分岐によるフゔルの分離が必要ない場合は

分岐しないでください。ビルドにラベルを付けて、後で必要なときに分岐することができます。  

 

分岐を作成するかどうかの判断は、競合をリゕルタムでマージするコストの方が高いか、または分岐

間の競合をマージするための総コストより高いかどうか、という点に集約することができます。  

 

分岐を行う一般的な理由には、次のものがあります。  

 リリース – 保守したいビルドに対して分岐するか、または並行している複数のリリースに対して

分岐します。  

 保守 – 以前リリースしたビルドを保守するために分岐します。  

 機能 –プロジェクトの他の部分を不安定にさせる可能性のある、試行的な機能またはリスクの高い

機能における作業を分離します。プロジェクトの他の部分を不安定にさせるような、ンターフェ

スの変更作業を分離します。  

 チーム – サブチームを分離し、他のチームの誤った変更の影響を受けずに作業できるようにしま

す。サブチームを分離して、独自のマルストーンを目標として作業できるようにします。チーム

の分岐は、機能の分岐に非常に似ています。  

 

参考資料   

 分岐およびマージの概要については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa730834(VS.80).aspx の「Branching and 

Merging Primer」を参照してください。 

 分岐の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181425(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルとフォルダを分岐する」を参照してください。 

 マージの詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181428(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルおよびフォルダをマージする」を参照してください。 

 Visual Studio 2005 における分岐とマージの方法の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181423(VS.80).aspx の「Team Foundation 



ソース管理の分岐およびマージ」を参照してください。 

 

分岐しない理由は何ですか?  

開発チームのメンバーが、同じフゔルで並行して作業する必要がない場合は、分岐はしないでくださ

い。迷った場合は、ビルドにラベルを付けておいて、後でそのビルドから分岐を作成してもかまいませ

ん。分岐をマージするのはたいへんに手間のかかることがあります。分岐どうしの間の変更が大きい場

合は特にそうです。 

 

マージを行うためには、1 人以上の開発者がそのマージを実行して競合を解決する必要があります。ビ

ルドを不安定にさせるような、不適切なマージを行ってしまうことも多いため、マージしたソースは完

全にテストする必要があります。 

 

分岐階層越しにマージするのは特に難しく、普通なら自動的に処理される競合の多くを手動で処理しな

ければなりません。  

 

参考資料   

 分岐およびマージの概要については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa730834(VS.80).aspx の「Branching and 

Merging Primer」を参照してください。 

 分岐の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181425(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルとフォルダを分岐する」を参照してください。 

 マージの詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181428(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルおよびフォルダをマージする」を参照してください。 

 Visual Studio 2005 における分岐とマージの方法の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181423(VS.80).aspx の「Team Foundation 

ソース管理の分岐およびマージ」を参照してください。 

 



ゕプリケーションをリリースするために分岐をどのように使用すればよいですか?  

リリース前にビルドを安定させる準備ができている場合は、Release 分岐を使用します。  

 

Release 分岐を作成した後、分岐構造がどのように見えるかについて、次に例を示します。  

 

 Main – 統合分岐  

o Source  

o Other asset folders  

 Release 1 – リリース分岐  

o Source  

 

Release 分岐で作業する場合には、次の推奨事項に留意してください。  

 分岐すべきとき: リリースの準備ができたときに、すべてのものを Main 分岐に統合し、その後で 

Release 分岐を作成します。これを使用して、リリースの前にゕプリケーションを安定させること

ができます。  

 分岐すべきでないとき: リリースごとに 1 つの TFS プロジェクトを使用している場合は、現在の

プロジェクト内の分岐の代わりに、新しいプロジェクトを使用して開発を継続することができます。  

 分岐におけるゕクセス許可:   

• リリース前 － すべての開発者に対して読み込み/書き込み  

• リリースの後 － ホットフゖックスの作業をしている開発者に対しては読み込み/書き込

み、その他の開発者に対しては読み込み専用  

 分岐におけるビルドの頻度: 要求に基づいたビルド。  

 分岐におけるテストの焦点: リリースの承認。  

 

リリース前のビルドを安定させるために必要な修正および変更に対しては Release 分岐を使用します。

ゕプリケーションの次のバージョンの開発は、メンの Development または Integration 分岐の中

で並行して行うことができ、リリース前に行った安定化のための変更の恩恵も新しいバージョンが受け

ることができます。最終的なリリースのビルドが作成されたら、Release 分岐からメンの 

Development および Integration 分岐へ、変更をマージして戻すことができます。  



 

参考資料   

 分岐およびマージの概要については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa730834(VS.80).aspx の「Branching and 

Merging Primer」を参照してください。 

 分岐の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181425(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルとフォルダを分岐する」を参照してください。 

 マージの詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181428(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルおよびフォルダをマージする」を参照してください。 

 Visual Studio 2005 における分岐とマージの方法の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181423(VS.80).aspx の「Team Foundation 

ソース管理の分岐およびマージ」を参照してください。 

 

ゕプリケーションを保守するために分岐をどのように使用すればよいですか?  

以前リリースした分岐をサポートするには、Maintenance 分岐を使用します。  

 

リリースを Maintenance フォルダへ移動した後に、分岐構造がどのように見えるかについて、次に例

を示します。  

 

 Main – 統合分岐  

o Source  

o Other asset folders  

 Releases – Release 分岐のコンテナ  

o Release 1 – Maintenance 分岐  

￭ Source  

 

Maintenance 分岐で作業する場合には、次の推奨事項に留意してください。  

 分岐すべきとき: リリースの後で、Maintenance フォルダ内の分岐でリリースをサポートします。  



 分岐すべきでないとき: 将来リリースを保守する必要がない場合は、ラベルを使用して、リリース

された古いビルドに印を付けて、Main 分岐で継続して作業することができます。  

 分岐におけるゕクセス許可:   

o ホットフゖックスで作業している開発者に対して読み込み/書き込み。  

o その他の開発者に対しては読み込み専用。  

 分岐におけるビルドの頻度: 要求に基づいたビルド。  

 分岐におけるテストの焦点: リリースの承認。  

 

ゕプリケーションの古いバージョンをサポートするには、Maintenance 分岐を使用します。これらの

変更をメンの Integration 分岐にマージするか、または Maintenance 分岐に固有の変更のままに

しておくか、選択できます。  

 

参考資料   

 分岐およびマージの概要については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa730834(VS.80).aspx の「Branching and 

Merging Primer」を参照してください。 

 分岐の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181425(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルとフォルダを分岐する」を参照してください。 

 マージの詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181428(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルおよびフォルダをマージする」を参照してください。 

 Visual Studio 2005 における分岐とマージの方法の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181423(VS.80).aspx の「Team Foundation 

ソース管理の分岐およびマージ」を参照してください。 

 

チーム間の競合を減らすために分岐をどのように使用すればよいですか?  

Team 分岐を使用して、複数のチーム間で分断されている変更の統合および安定性を改善します。  

 



Team 分岐を作成した後で、分岐構造がどのように見えるかについて、次に例を示します。  

 

 Development - Team 分岐のコンテナ  

o Team 1 - Team 分岐  

￭ Source  

o Team 2 - Team 分岐  

￭ Source  

 Main – 統合分岐  

o Source  

o Other Asset Folders  

 

Release 分岐で作業する場合には、次の推奨事項に留意してください。  

 分岐すべきとき: 開発チームの作業が、フゔルおよびコンポーネントで重複する場合は、Team 

分岐を使用して、各チームの作業を分離します。Team 分岐の下で Feature 分岐を作成してもよ

いでしょう。  

 分岐すべきでないとき: ソース ツリーがコンポーネントごとに整理されており、誤ったンターフ

ェスの変更がない、またはチーム間で大量のチェックンの競合がないと確信している場合は、

おそらくチームの分岐は必要ないでしょう。  

 分岐におけるゕクセス許可:   

o チームの開発者に対して読み込み/書き込み。  

o その他の開発者に対しては読み込み専用。  

 分岐におけるビルドの頻度: 継続的な統合 (CI) ビルド  

 分岐におけるテストの焦点: 機能テストおよび迅速なフゖードバックのテスト。  

 

チームで完全な開発タスクを並行して行えるようにするには、Team 分岐を使用します。これは、他の

チームに起因する誤った変更からチームを分離したり、チームが独自のマルストーンに向けて作業し

たりする場合に有用です。ゕクテゖブなすべての開発は Team 分岐から発生し、Main 分岐へ統合さ

れるようにします。各チームの分岐下で Feature 分岐を作成してもよいでしょう。 

 



参考資料   

 分岐およびマージの概要については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa730834(VS.80).aspx の「Branching and 

Merging Primer」を参照してください。 

 分岐の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181425(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルとフォルダを分岐する」を参照してください。 

 マージの詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181428(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルおよびフォルダをマージする」を参照してください。 

 Visual Studio 2005 における分岐とマージの方法の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181423(VS.80).aspx の「Team Foundation 

ソース管理の分岐およびマージ」を参照してください。 

 

機能間の競合を減らすために分岐をどのように使用すればよいですか?  

Feature 分岐を使用して、機能間で分断されている変更の統合および安定性を改善します。  

 

Feature 分岐を作成した後で、分岐構造がどのように見えるかについて、次に例を示します。  

 

 Development - Feature 分岐のコンテナ  

o Feature A – Feature 分岐  

￭ Source  

o Feature B – Feature 分岐  

￭ Source  

o Feature C – Feature 分岐  

￭ Source  

 Main – 統合分岐  

o Source  

o Other Asset Folders  

 

Release 分岐で作業する場合には、次の推奨事項に留意してください。  



 分岐すべきとき: 機能チームでは、ソース フゔルが重複することがよくあるため、不具合のある

ビルドやビルドの競合が発生する可能性が高くなります。このような問題に直面している場合は、

各機能に対して機能を分岐し、機能を分離させることを検討します。小規模なチームの場合は、機

能の分岐を Main 分岐から分岐して作成したり、大規模なチームの場合は、機能の分岐を Team 

分岐から分岐して作成したりできます。  

 分岐すべきでないとき: CI ビルドのみを作成している場合、またはデリー ビルドが既に安定し

ていると予想される場合は、機能の分岐による余分なオーバーヘッドは必要ないでしょう。  

 分岐におけるゕクセス許可:   

o Feature 分岐の開発者に対して読み込み/書き込みのゕクセス許可。  

o その他の開発者に対しては読み込み専用。  

 分岐におけるビルドの頻度: CI ビルド。  

 分岐におけるテストの焦点: 機能テストおよび迅速なフゖードバックのテスト。 

 

各機能が並行に開発されるようにするには、Feature 分岐を使用します。ゕクテゖブなすべての開発は 

Feature 分岐で実行し、コードは Main 分岐へ統合します。  

参考資料   

 分岐およびマージの概要については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa730834(VS.80).aspx の「Branching and 

Merging Primer」を参照してください。 

 分岐の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181425(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルとフォルダを分岐する」を参照してください。 

 マージの詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181428(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルおよびフォルダをマージする」を参照してください。 

 Visual Studio 2005 における分岐とマージの方法の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181423(VS.80).aspx の「Team Foundation 

ソース管理の分岐およびマージ」を参照してください。 

 

分岐およびマージに対して実証されているプラクテゖスには、どのようなものがありますか?  



分岐を行う場合には、次のガドランを考慮してください。  

 分岐ツリーの構造は、階層越しにではなく階層に沿って (つまり分岐ツリーの上下方向に沿って) 

だけマージすればよい構造にしてください。階層越しに分岐する場合は、基点のないマージを使用

せざるを得ませんが、これは、多くの競合を手動で解決する必要があります。  

 分岐階層が分岐親および分岐子のベースとなります。この分岐階層というのは、デゖスク上のソー

ス コードの物理的な構造とは異なる場合があります。マージを計画する場合は、デゖスク上の物

理構造ではなく、論理的な分岐の構造に留意してください。  

 分岐はあまり深くしないでください。分岐のマージには遅延が伴うため、分岐の構造を深くすると、

子分岐の変更をメンの分岐に反映させるのに、非常に時間がかかることがあります。これはプロ

ジェクトのスケジュールにマナスの影響を及ぼし、バグを修正する時間が長くなります。  

 分岐は上位レベルで行い、その中に構成フゔルおよびソース フゔルを含めるようにします。  

 分岐構造を時間とともに発展させて、ニーズの変化に対応できるようにしてください。  

 開発チームが同じフゔル セットで同時に作業する必要がある場合を除き、分岐はしないでくだ

さい。迷った場合は、ビルドにラベルを付けておいて、後でそのビルドから分岐を作成してもかま

いません。分岐をマージするのは非常に手間がかかることがあります。分岐どうしの間の変更が大

きい場合は特にそうです。  

 マージを行うためには、1 人以上の開発者がそのマージを実行して競合を解決する必要があります。

マージの判断を誤ることによって、ビルドが不安定になることは珍しくないため、マージされたソ

ースは徹底的にテストしなければなりません。  

 分岐階層越しにマージするのは特に難しく、普通なら自動的に処理される競合の多くを手動で処理

しなければなりません。  

 

参考資料   

 分岐およびマージの概要については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa730834(VS.80).aspx の「Branching and 

Merging Primer」を参照してください。 

 分岐の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181425(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルとフォルダを分岐する」を参照してください。 

 マージの詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181428(VS.80).aspx 



の「方法 : フゔルおよびフォルダをマージする」を参照してください。 

 Visual Studio 2005 における分岐とマージの方法の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181423(VS.80).aspx の「Team Foundation 

ソース管理の分岐およびマージ」を参照してください。 

 

分岐とラベルの違いは何ですか?  

分岐は、フゔルの集まりを個々の開発パスへ分割する目的で設計されています。分岐を使用して フ

ゔルの 2 つのバージョン セットを分離し、2 つのパスを個別に展開することができます。たとえば、

分岐を使用して、ゕプリケーションの以前リリースされたバージョンを管理および保守できます。また、

分岐を使用して、複数の開発者に及ぶ、リスクの高いコード変更を分離し、チームへの影響を最小限に

することができます。ただし、1 人の開発者のみを分離する必要がある場合は、ワークスペースを使用

して分岐およびマージの複雑さを軽減します。  

 

フゔルまたはフゔルの集まりに明確な表記のタグを付けて、後で簡単に取り出せるようにするには、

ラベルを使用します。たとえば、該当するリリースに関する問題に対処したい場合など、ラベルを使用

して、デリー ビルドにマークし、後で取り出せるようにできます。  

 

参考資料   

 branch コマンドの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/d73s8b27(VS.80).aspx の「Branch コマンド」を

参照してください。 

 label コマンドの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/9ew32kd1(VS.80).aspx の「Label コマンド 

(Team Foundation ソース管理)」を参照してください。 

 

"path space" の分岐モデルとは何ですか?  

分岐は、フゔル コピーの操作と類似して、リポジトリのパス構造内に作成されます。これは、Visual 



SourceSafe で使用される固定と共有のメカニズムとは異なります。このゕプローチにより、ソフトウ

ェゕの古いバージョンの管理がより簡単になります。これは、ある分岐から別の分岐へ変更をマージし

たり、2 つの分岐で同時に変更を行ったりすることが簡単になるためです。  

Team Foundation Server のバージョン管理では、分岐のときにフゔル コンテンツの別のコピーを

作成しないため、ソース管理データベースで、多量の追加スペースを消費しません。分岐は、差分リス

トのソース コンテンツを指しているデータベース内のポンタから構成されます。この差分によって、

ベースとなるバージョンからソース コンテンツを修正します。  

 

参考資料   

 分岐およびマージの概要については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa730834(VS.80).aspx の「Branching and 

Merging Primer」を参照してください。 

 

TFS のプロモーション モデルはどのように動作しますか?  

プロモーション モデルは、ある分岐から他の分岐へ変更を伝えるための方法です。Visual SourceSafe 

でも分岐およびマージは可能でしたが、実際には、不完全なプロモーション モデルとして固定と共有

を使用していました。Team Foundation Server のバージョン管理では、分岐およびマージを使用し

てプロモーション モデリングをサポートします。複数の分岐を使用して、ゕプリケーションにおける

作業中の特定のバージョンを分離させることができます。ある分岐のフゔルから別の分岐のフゔル

へマージすることによって、変更を伝播することができます。  

 

参考資料   

 分岐の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181425(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルとフォルダを分岐する」を参照してください。 

 マージの詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181428(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルおよびフォルダをマージする」を参照してください。 

 Visual SourceSafe と Team Foundation Server のバージョン管理の違いの詳細については、



http://msmvps.com/blogs/vstsblog/archive/2005/07/02/56401.aspx の「Visual Source 

Safe vs. Team Foundation Server」を参照してください。 

 

2 つの分岐をどのようにマージしますか?  

マージを実行するには、ソース管理エクスプローラのマージ機能を使用するか、または merge コマ

ンドラン ツールを使用することができます。変更セット、ラベル、日付、またはバージョンをベー

スにしてマージすることができます。  

 

分岐の構造が複数のレベルになっていることもあります。このような場合には、一度に 1 つのレベル

しかマージできないことに留意してください。たとえば、次のソース ツリー構造を考えてください。  

 

 Development – 分離した開発分岐のコンテナ  

o Feature A  

￭ Source  

o Feature B  

￭ Source  

 Main – メンの統合ビルドの分岐  

o Source  

o Other Asset Folders  

 Releases – Release 分岐のコンテナ  

o Release 1  

￭ Source  

o Release 2 – ロックダウンされている対象のリリース  

￭ Source  

 

Release 2 の分岐に含まれているソース コードが変更されたときに、その変更を最終的に Feature 

分岐へマージしたい場合があります。たとえばバグ修正を最新の機能コードに反映させる場合です。

Release 2 から Feature B へ直接マージするのは簡単ではありません。代わりに、Release 2 か

ら論理的な親である Main へマージし、次に Main から論理的な子である Feature B へマージしま



す。直接的な親子関係がない分岐間でマージが必要な場合は、基点のないマージを実行する必要があり

ます。 

 

参考資料   

 フゔルとフォルダをマージする方法の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181428(VS.80).aspx の「方法 : フゔルおよ

びフォルダをマージする」を参照してください。 

 基点のないマージの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/bd6dxhfy(VS.80).aspx の「Merge コマンド」の 

/baseless オプションを参照してください。 

 

複数のチーム プロジェクトをまたがってマージできますか?  

はい。複数のチーム プロジェクト間のマージについては特別なことはありません。この場合でも通常

のマージを行います。チーム プロジェクトの作成ウゖザードで、別のプロジェクトの分岐としてチー

ム プロジェクトを作成することができます。  

 

参考資料   

 マージの詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181428(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルおよびフォルダをマージする」を参照してください。 

 

基点のないマージとは何ですか?  

branch コマンドは、2 つのフォルダ間の関係を作成します。この関連を利用して、分岐間でコードを

マージすることができます。マージの対象における直接の子または親ではない分岐には、この関係があ

りません。MSDN で定義されているように、基点のないマージは、基点となるバージョンなしでマー

ジを実行します。つまり、ユーザーは、分岐/マージの関係を持たないフゔルおよびフォルダをマー

ジすることができます。基点のないマージを行うと、マージの関係が確立され、以降のマージは「基点

のないマージ」ではなくなります。  



 

基点のないマージでは、通常のマージよりも競合が多くなります。ただし、最初に基点のないマージを

行った後は、それらの分岐における以降のマージは「基点のないマージ」ではなくなるため、競合は減

ります。  

 

基点のないマージは、コマンドランでのみ作成できます。最初に基点のないマージを実行し、分岐間

で関係が作成された後でも、コマンドランから以降のマージを作成する必要があります。  

 

参考資料   

 フゔルとフォルダをマージする方法の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181428(VS.80).aspx の「方法 : フゔルおよ

びフォルダをマージする」を参照してください。 

 基点のないマージ、およびその他のマージのオプションの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/bd6dxhfy(VS.80).aspx の「Merge コマンド」の 

/baseless オプションを参照してください。 

 

コード プロモーション モデルとは何ですか?  

コード プロモーションは、分岐を使用して、いくつかの安定フェーズを通してコードを成長させる方

法です。たとえば、チームがゕクテゖブな開発を行う Development 分岐、チームが統合およびテス

トを行う Main 分岐、およびチームが最終的なリリースの安定のために使用する Production 分岐を

持つことができます。 

参考資料   

 分岐の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181425(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルとフォルダを分岐する」を参照してください。 

 

分岐の論理ビューと物理ビューの違いは何ですか?  

物理ビューは、次の例に示すように、ソース ツリー内に表示される階層です。  



 $/MyTeamProject  

o Development  

￭ Source  

o Main  

￭ Source  

o Releases  

￭ Release1  

・ Source  

￭ Release2  

・ Source  

 

Development、Main、Release1、および Release2 は、ソース コードが直接含まれている分岐です。

Releases は複数の分岐が含まれているフォルダです。  

 

論理ビューは、作成されたとおりの分岐親と分岐子の階層です。この階層はソース ツリーには表示さ

れませんが、各分岐がどのように作成されたかに基づいて視覚化することができます。たとえば、次の

ようになります。  

 Main  

 Development  

 Release1  

 Release2  

 

論理階層をまたがってマージするよりも、上下方向にマージする方がマージが簡単であるため、論理ビ

ューは重要です。階層をまたがってマージする場合は、基点のないマージを実行しなければなりません。

このようなマージでは、コマンドランの使用、およびより多くの競合の解決が必要になります。  

参考資料   

 分岐の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181425(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルとフォルダを分岐する」を参照してください。 

 フゔルとフォルダをマージする方法の詳細については、



http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181428(VS.80).aspx の「方法 : フゔルおよ

びフォルダをマージする」を参照してください。 

 基点のないマージの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/bd6dxhfy(VS.80).aspx の「Merge コマンド」の 

/baseless オプションを参照してください。 

 

コード プロモーション モデルを使用している場合、どのくらいの頻度でマージすればよいで

すか?  

マージの頻度は分岐構造によって決まります。たとえば、一般的な分岐構造は次のようになります。 

 Development – 分離した開発の分岐のコンテナ  

o Feature A  

￭ Source  

o Feature B  

￭ Source  

 Main – メンの統合ビルドの分岐  

o Source  

o Other Asset Folders  

 Releases – Release 分岐のコンテナ  

o Release 1  

￭ Source  

o Release 2 – 現在ロックダウンされているリリース  

￭ Source  

 

この場合には、ゕクテゖブな開発は Feature 分岐で行われ、2 つのマージの頻度を決定しなければな

りません。  

1. 機能チームは、Main 分岐から Feature 分岐へどのくらいの頻度で変更をマージすべきでしょう

か?  

2. 機能チームは、どのくらいの頻度で Main 分岐へ変更をマージすべきでしょうか?  

 



次のマージ頻度は、変更が分断されることが少なくなり、移行時間を短縮するうえで実証されてい

る方針です。  

1. 機能チームは、機能が完全になったらすぐに Main 分岐へ変更をマージします。  

2. 機能チームは、Main からの変更を定期的にマージして、各チームの機能が完全になったときに、

統合互換性が確実に実現されるようにします。理想的には、1 日に 1 回マージして、マージの間

隔は 2 日より多く空けないようにします。  

 

参考資料   

 フゔルとフォルダをマージする方法の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181428(VS.80).aspx の「方法 : フゔルおよ

びフォルダをマージする」を参照してください。 

 

チェックンおよびチェックン ポリシー  

 変更セットとは何ですか?  

 チェックン ポリシーとは何ですか?  

 チェックン ポリシーはいつ、どのようにオーバーラドできますか?  

 どのようにしてポリシーを強制するのですか?  

 チェックンの検証システムをどのように使用すればよいですか?  

 デゖスク上のフゔル名の修正、またはフゔルの削除を行った場合、バージョン管理では同期を

とれませんか?  

 自動的な競合解決はどのように動作しますか?  

 競合を手動で解決するにはどのようにすればよいですか?  

 どのようにして競合を回避すればよいですか? 

変更セットとは何ですか?  

変更セットとは、チェックンに関連付けられている変更のセットを表します。変更セット内のすべて

の変更は、変更セットにチェックンしたときに最小単位の変更要素として TFS に適用されます。変

更セットは一意の、連続して増加する数字によって識別されます。  



 

どのフゔルが変更されたか、チェックンのコメント、および関連している作業項目の詳細を参照す

るために、後で変更セットを取り出すことができます。古い変更をレビュー、テストまたはビルドしな

ければならない場合は、変更セットに関連付けられているフゔル バージョンを取り出すこともでき

ます。  

参考資料   

 変更セットを取り出す場合の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181416(VS.80).aspx の「方法 : 変更セットか

らフゔルの以前のバージョンを取得する」を参照してください。 

 

チェックン ポリシーとは何ですか?  

チェックン ポリシーを使用して、チェックン時にコーデゖング基準を強制することができます。

たとえば、コードにチェックンする前に、各開発者が静的なコード分析を必ず実行するようにできま

す。  

 

VSTS では、デフォルトで次のチェックン ポリシーを使用できます。  

 コード分析 – チェックンの前に必ずコード分析を実行します。  

 テスト ポリシー – チェックンの前に必ずチェックン テストが完了しているようにします。  

 作業項目 – チェックンに必ず 1 つ以上の作業項目を関連付けるようにします。  

 

カスタム チェックン ポリシーを作成して、既定では使用できないチェックを実行することができま

す。たとえば、禁止されている API コールなどのコード パターンを無効にしたり、チェックン コ

メントの使用を強制したり、チームのスタル ガドランについてチェックを強制したりできます。  

参考資料   

 チェックン ポリシーのカスタマズ方法を知りたいときは、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181281(VS.80).aspx の「チュートリゕル : チ

ェックン ポリシーとチェックン メモのカスタマズ」を参照してください。 



 チェックンの際に特定のパターンだけ禁止するサンプル コードを見たいときは、

http://blogs.msdn.com/jmanning/archive/2006/02/02/523125.aspx の「Checkin Policy to 

Disallow Certain Patterns」を参照してください。 

 チェックンの際にコメントを義務付けるサンプル コードを見たいときは、

http://blogs.msdn.com/jmanning/archive/2006/01/21/515858.aspx の「Sample Checkin 

Policy: Make Sure the Comment Isn’t Empty」を参照してください。 

 新しいチェックン ポリシーの登録方法を知りたいときは、

http://blogs.msdn.com/jmanning/archive/2006/02/07/526778.aspx の「I’ve Made a New 

Check-In Policy! How Do I Add It?」を参照してください。 

チェックン ポリシーはいつ、どのようにオーバーラドできますか?  

チェックン ポリシーは、[ポリシー エラーをオーバーラドして、チェックンを続行] チェック 

ボックスを選択してオーバーラド (無効化) できます。フゔルをチェックンする権限を持ってい

るチームのすべてのメンバーは、チェックン ポリシーをオーバーラドすることができます。  

 

チームのメンバーがチェックン ポリシーをオーバーラドしたことを検出したい場合は、Team 

Foundation Eventing Service を使用してチェックン ベントを捕捉できます。  

 

参考資料   

 チェックン ポリシーのオーバーラドについて詳しく学習するには、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms245460(VS.80).aspx の「方法 : チェックン 

ポリシーをオーバーラドする」を参照してください。 

 Team Foundation Eventing Service について詳しく学習するには、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb130154(vs.80).aspx の「Eventing Service」

を参照してください。 

 

どのようにしてポリシーを強制するのですか?  

Team Foundation Version Control には、ポリシーの無視を防ぐ手段がありません。ただし、次以下



の手順を実行すれば、ポリシーが無視されたかどうかを検出することができます。  

 チェックン ベントに捕捉するために、(Team Foundation Core Services API から) Team 

Foundation Eventing Service を使用します。  

 チェックン ポリシーが無視された場合に変更セットの詳細を解析して、その後で変更セットに

対する処理を行う Notify メソッドを記述します。  

 

また、手動で変更セットの履歴を細かく調べて、ポリシーが無視されたかどうかを見つけることもでき

ます。  

参考資料   

 ポリシーの違反があったときに電子メール メッセージを受信する方法については、

http://blogs.infosupport.com/marcelv/archive/2005/10/18/1635.aspx を参照してください。 

 

チェックンの検証システムをどのように使用すればよいですか?  

Team Foundation のバージョン管理のチェックン ポリシーを、チェックンの検証システムとし

て使用することができます。Team Foundation Server にはチェックン ポリシーが付随しており、

チェックンがコミットされる前に、次の内容が確実に実行されるようにできます。  

 作業項目が変更に関連付けられている  

 単体テストがすべて合格している  

 静的解析がきちんと実行されている  

 

新しいポリシーのプラグンを作成して、独自のチェックン要件を作成することができます。プラグ

ンによって、コードがチームのコーデゖング基準に合っていること、ビルドの検証テストが実行され

たこと、またチームのニーズにとって重要な他のすべての要件についても保証することができます。  

 

参考資料   

 チェックン ポリシーの作成およびカスタマズについて詳しく学習するには、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181281(VS.80).aspx の「チュートリゕル : チ



ェックン ポリシーとチェックン メモのカスタマズ」を参照してください。 

 

デゖスク上のフゔル名の修正、またはフゔルの削除を行った場合、バージョン管理では同

期をとれませんか?  

はい。フゔルまたはフォルダを誤って削除した場合でも、TFS サーバーは、ローカル マシン上に最

新バージョンがあるとみなします。これは、get latest version コマンドでは、削除されたフゔル

をデゖスク上に追加して戻さないことを意味しています。このような場合は、force get コマンドを使

用してフゔルまたはフォルダを復元します。  

 

フゔル名を変更する、またはフゔルやフォルダを削除する必要がある場合は、ソース エクスプロ

ーラを使用してこれらの処理を行い、サーバーがローカルな変更との同期を保持するようにします。  

自動的な競合解決はどのように動作しますか?  

保留中に change、merge、または get 操作を行うと、競合が発生することがあります。競合を解

決する際には、Visual Studio に競合を自動的に解決させるよう選択することができます。自動競合解

決は、重複した部分の変更 (同じコード行に適用されている変更など) を持たない非バナリ フゔ

ルでのみ機能します。この場合には、2 つのバージョンのフゔルの変更が、新しいフゔルのバージ

ョンにマージされます。  

 

自動競合解決が機能しない場合は、いずれか一方のフゔルの変更を受け入れるか、または VSTS で

提供されるグラフゖカルな比較ツール、および差分抽出ツールを使用して手動でマージを実行できます。  

 

参考資料   

 競合の解決の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181433(VS.80).aspx の「方法 : 競合を解決す

る」を参照してください。 

 

競合を手動で解決するにはどのようにすればよいですか?  



マージの競合を解決するには、Visual Studio のマージ ツールを使用します。マージ中に競合が検出さ

れた場合は、自動または手動で競合を解決することができます。競合を手動で解決するよう選択する場

合には、マージ元の変更を保持する、マージ先の変更を保持する、またはマージ ツールで競合を解決

する、といったことができます。  

 

分岐間で変更をマージする、フゔルをワークスペースに取り込む、または新しいバージョンのフゔ

ルをチェックンする場合、競合を解決しなければならないことがあります。競合には次の 3 つのタ

プがあります。  

 バージョン – 分岐したパスに従ってフゔルが変化しています。これは、フゔルの編集、名前

変更、削除、または (削除したフゔルの) 復元によって発生することがあります。  

 フゔル名の衝突 － 2 つ以上の項目が同じパスを占有しようとしています。  

 ローカルな上書き － ローカルな編集可能フゔルを上書きしようとするときに、get 操作でのみ

発生します。  

 

大半の競合は自動的に解決できます。バージョンの競合だけに手動によるマージ操作が必要となること

があります。手動によるマージは、次のシナリオで最も一般的に行われます。  

 フゔルが両方の分岐で編集されており、コードの同じ行が変更されている。 

 基点のないマージが行われており、分岐フゔルの関係が TFS で認識されていない。  

 

マージ ツールは、各競合の詳細を提示し、最終的にマージされるフゔルでどの変更を保持したいか

を選択できるようにします。マージ元の変更を保持する、マージ先の変更を保持する、両方の変更を統

合する、フゔルに直接入力して最終バージョンを手動で修正する、といった方法を選択できます。  

 

フゔル内のすべての競合を解決したら、ターゲットの分岐にチェックンする予定の保留中の変更と

して、最終バージョンを保存します。  

 

マージをする際は、ビルドが不安定になる間違いをしやすいため、注意が必要です。マージが完了した

ら、結果のソースをコンパルし、単体テストを実行して大きな問題がないかテストします。  

 



参考資料   

 競合の解決の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181433(VS.80).aspx の「方法 : 競合を解決す

る」を参照してください。 

 

どのようにして競合を回避すればよいですか?  

大半の競合は、Team Foundation のバージョン管理によって自動的に解決できます。コードの同じ行

で変更が重複している、または複数の開発者が同時に 1 つのフゔルで作業しているというシナリオ

では、ほとんどの場合に手動によるマージが必要であるため、それが発生しないようにすることは重要

です。  

 

保留中の変更を参照する方法  

 

1. ソース管理エクスプローラで、保留中の変更を参照したいソリューション、プロジェクト、フォル

ダ、またはフゔルを右クリックします。  

2. [保留中の変更を表示] を選択します。  

 

この方法では、選択した範囲内で保留されているすべての変更が表示されます。  

コマンドランのチェックゕウト ツールを使用すると、他のどのユーザーがこのフゔルをチェック

ゕウトしたか、およびユーザーの保留中の変更の性質に関する情報が提示されます。次の例では、

Match.cs というフゔルがチェックゕウトされており、他に 2 人のユーザー (James と Sally) が

そのフゔルで作業中であることを TFS が通知しています。この通知では、各ユーザーが自分のワー

クスペース内に保持している保留中の変更の種類 (Edit および Rename) を示し、フゔルのローカ

ル バージョン (現在のワークスペースのバージョン) が、最新のリポジトリ バージョンをベースとし

ていないことを示しています。  

 

c:\dev\projects\calc\src>tf edit math.cs  

ExplorerScc.cs 

$/MathProject/dev/calc/src/math.cs:opened for edit in Workspace21;contoso\james  



opened for rename in WS24;contoso\sally newer version exists in the repository  

 

他の開発者と定期的に連絡し、特定のフゔルに対する変更の性質を示して、手動によるマージが必要

になる変更を重複させないようにします。2 人の開発者がコードの同じ部分で作業しないようにするに

は、連携をとることが良い方法です。それ以外については、複数の開発者が同じフゔルの違う部分を

編集しても、まったく問題はありません。  

 

参考資料   

 ワークスペースにおける保留中の変更の参照の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181400(VS.80).aspx の「方法 : ワークスペー

ス内のすべての保留中の変更を表示および管理する」を参照してください。 

 他のワークスペースにおける保留中の変更の参照の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181401(VS.80).aspx の「方法 : 他のワークス

ペース内の保留中の変更を表示する」を参照してください。 

 

チェックゕウト、取得、およびロック  

 フゔルを最後に修正した開発者を見つけるにはどのようにすればよいですか?  

 get コマンドはどのように機能しますか?  

 共有チェックゕウトと排他チェックゕウトの違いは何ですか?  

 lock コマンドはいつ使用すればよいですか?  

 TFS はどのような種類のロックをサポートしていますか?  

 

フゔルを最後に修正した開発者を見つけるにはどのようにすればよいですか?  

フゔルの履歴を調べて、誰が最後にフゔルを修正したかを判断することができます。このようにす

るには、ソリューション エクスプローラでフゔルを右クリックし、[履歴の表示] をクリックします。

これにより、[履歴] ウゖンドウが表示され、修正と、これらの修正を行ったユーザーの一覧が示され

ます。対象のフゔルを最後に修正した開発者は、一覧の先頭に示されます。tf.exe コマンドラン ツ



ールから history コマンドを使用して、コマンドランからフゔルのバージョン履歴を参照するこ

ともできます。  

 

参考資料   

 履歴の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181415(VS.80).aspx 

の「方法 : 履歴データを表示する」を参照してください。 

 

get コマンドはどのように機能しますか?  

自分のマシンのフゔルと、Team Foundation Server のフゔルの同期をとるには get コマンドを

使用します。get 操作を実行すると、Visual Studio は次の手順を実行します。次の手順では、パフォ

ーマンスを向上させるために TFS プロキシがすでにンストールされていることを前提としていま

す。 

 

1. サーバーが知っているユーザーのデゖスク上のバージョンに基づいて、サーバーがどのフゔルが

古いかを判断します。  

2. サーバーは、ワークスペースを更新するためにしなければならないことをクラゕントに通知しま

す。  

3. クラゕントは必要に応じてフゔルをダウンロード、移動、および削除し、どの処理が完了した

かをサーバーに通知します。  

 

get 操作では、フゔルに編集のためのマークを付けません。また既定では、編集のためにチェックゕ

ウトしたフゔルを上書きしません。  

 

参考資料   

 get コマンドの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/fx7sdeyf(VS.80).aspx の「Get コマンド」を参照

してください。 



 

共有チェックゕウトと排他チェックゕウトの違いは何ですか?  

Team Foundation Server のソース管理は、共有チェックゕウトと排他チェックゕウトの両方をサポ

ートしています。  

 

排他チェックゕウトでは、ユーザーがソース管理にフゔルをチェックンして戻すまで、他のユーザ

ーはそのフゔルをチェックゕウトできません。これにより、開発プロセスでボトルネックが発生する

ことがあります。  

 

既定では、TFS は複数のユーザーが同じソース管理の項目を同時にチェックゕウトできるようにして

います。これは、共有チェックゕウトと呼ばれます。このモデルでは、複数の開発者が、自身のワーク

スペース内で同じソース フゔルのコピーに対して作業することができます。Team Foundation 

Server は、ある開発者のワークスペース内にどのバージョンがあるかを認識しています。また、開発

者はチェックンする前に競合を解決しなければなりません。  

 

ほとんどの共同の開発環境では、自分のワークスペース内で行った変更が、他のユーザーのワークスペ

ースにおける保留中の変更と競合する、またはその逆であることはほとんどありません。ワークスペー

スで発生する競合の大半は、TFS によって自動的に解決されます。自動的に解決できない競合に対し

ては、resolve コマンドを使用して、どの(自分の、または他の人の) 変更を保持しておくかを確実に

判断します。  

 

参考資料   

 ロックの詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181420(VS.80).aspx 

の「方法 : フォルダまたはフゔルをロックおよびゕンロックする」を参照してください。 

 

lock コマンドはいつ使用すればよいですか?  

自分が作業しているフゔルをロック解除するまで、他の開発者が変更をチェックゕウトまたはチェッ



クンしないようにするには、lock コマンドを使用します。複雑な手動のマージ処理を行うことにな

る競合が発生することを懸念する場合のみ、フゔルをロックします。大半の競合は自動的に解決でき

るため、lock コマンドを使用する場合は、慎重に使用します。 

 

参考資料   

 ロックの種類の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181419(VS.80).aspx を参照してください。 

 

TFS はどのような種類のロックをサポートしていますか?  

Team Foundation Server には、2 つの種類のロック、つまりチェックン ロックとチェックゕウト 

ロックがあります。チェックン ロックはチェックゕウト ロックよりも制約が厳しくありません。チ

ェックン ロックを適用すると、他のユーザーはその項目に対するローカルな変更を他のワークスペ

ース内で継続して行うことができます。ワークスペースからチェックン ロックを明示的に削除する

か、またはフゔルをチェックンするまで、その変更はチェックンできません。  

 

チェックゕウト ロックはチェックン ロックよりも制約が厳しくなります。ソース管理のフゔルま

たはフォルダにチェックゕウト ロックを適用すると、ユーザーは、編集のためにフゔルをチェック

ゕウトすることも、事前に保留中になっていた変更をチェックンすることもできません。項目に何ら

かの保留中の変更がある場合は、チェックゕウト ロックを取得できません。  

 

参考資料   

 ロックの種類の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181419(VS.80).aspx を参照してください。 

 

分散/リモート開発  

 オフランでどのように作業すればよいですか?  



 分散したチーム開発を最適化するにはどのようにすればよいですか?  

 TFS のバージョン管理プロキシとは何ですか?  

 TFS のバージョン管理プロキシのパフォーマンスを最適化するにはどのようにすればよいです

か?  

 

オフランでどのように作業すればよいですか?  

Team Foundation のバージョン管理は、もともとオフランの作業をサポートしていません。オフラ

ンで作業する場合は、正確に以下のワークフローに従ってください。  

 

1. 手動で読み取り専用フラグを外します。  

2. フゔルを編集します。  

3. フゔルを追加または削除します。  

4. Team Foundation Power Tool (TFPT) online コマンドを実行します。  

 

注意:オフラン中はどのフゔルも名前を変更してはいけません。  

 

1. 手動で読み取り専用フラグを外します。  

既定では、ワークスペース内のフゔルのうちまだチェックゕウトの済んでいないフゔルにはすべて、

読み取り専用というマークが付いています。サーバーに接続せずに作業する場合は、その読み取り専用

というフラグを手動で外さないと、各フゔルの編集も削除もできません。読み取り専用のフラグを外

すときは、Windows エクスプローラで目的のフゔルを右クリックし、[プロパテゖ] をクリックし、

[読み取り専用] チェック ボックスをオフにし、[OK] をクリックしてください。attrib -r という 

DOS コマンド を使用しても同じことができます。 

 

2. フゔルを編集します。  

読み取り専用フラグを外したフゔルは、自由に編集することができます。  

 

3. フゔルを追加または削除します。  

読み取り専用フラグを外したフゔルは追加も削除もできます。TFPT online ツールでは、名前変更の



処理と追加/削除の処理とが区別ができないため、フゔルの名前は変更しないでください。  

注意:Tfpt online コマンドで削除を行う場合はオプションを指定する必要がありますが、処理に時間が

かかります。  

 

4. TFPT online コマンドを実行します。  

オンランに戻って、コマンド ランに「TFPT online」と入力して TFPT online コマンドを実行

してください。このコマンドを実行すると、書き込み可能なフゔルがないかどうかについてワークス

ペースが検索され、どの変更をサーバー上で保留にした方がよいかが決定されます。既にどれかフゔ

ルを削除してある場合は、/deletes コマンドラン オプションを使用して、ローカル ワークスペー

スに含まれている削除フゔルも検索されます。その後、どの変更をワークスペースに保留するかを選

択できる [Online] ウゖンドウが表示されます。  

 

参考資料   

 MSDN から TFPT オンラン ツールをダウンロードするには、

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=7324C3DB-658D-441B-852

2-689C557D0A79&displaylang=en へゕクセスしてください。  

 Team Foundation Power Tool について詳しく学習するには、

http://blogs.msdn.com/buckh/archive/2005/11/16/493401.aspx の「Power Tools: 

tfpt.exe」を参照してください。  

 

分散したチーム開発を最適化するにはどのようにすればよいですか?  

次の 3 つのソリューションのいずれかを選択して、ンターネットを介して TFS へのゕクセスを提

供できます。  

 VPN 接続を使用する。バーチャル プラベート ネットワーク (VPN) を介して TFS にゕクセ

スを提供できます。  

 リバース プロキシを介して TFS をパブリッシュする。Microsoft Internet Security and 

Acceleration (ISA) Server などのリバース プロキシを通じて TFS へゕクセスを提供できます。  

 TFS をエクストラネットへ配置する (「ホステッド シナリオ」)。エクストラネット上で TFS サ



ーバーをホストできます。  

 

VPN ゕクセスを伴うリモート ユーザーをサポートしている場合は、VPN ソリューションを使用しま

す。これは、汎用的なセキュリテゖを提供する、TFS のすべての機能に対してリモート ゕクセスでき

るようにする、TFS プロキシを使用してパフォーマンスを改善する、といったことを実現するための

最も簡単なソリューションです。このソリューションでは、TFS を内部ネットワークの中に配置し、

外部のユーザーは VPN を介して TFS へゕクセスします。内部ユーザーは、TFS に直接ゕクセスしま

す。  

 

VPN ゕクセスを伴わない、またはドメンに対してゕクセスしないリモート ユーザーをサポートする

場合は、リバース プロキシのシナリオを使用します。このソリューションは、セットゕップするのが

少し難しくなりますが、リモート ユーザーは、VPN を必要とせずに、内部に配置されている TFS に

ゕクセスできるようになります。このソリューションでは、TFS を内部ネットワークの中に配置し、ISA 

Server などの 1 つ以上のリバース プロキシ マシンが、クラゕントの要求をンターネットから 

TFS へ提供します。  

 

コミュニテゖ開発サトなど、専用に使用する TFS ンストレーションを使用する一部のリモート 

ユーザーをサポートしている場合は、エクストラネットのシナリオを使用します。このソリューション

は、リモート ユーザーと内部ネットワーク リソースの間を最大に分離します。このソリューションで

は、外部のクラゕントのみ TFS にゕクセスします。TFS はエクストラネット上のフゔゕウォール

の外部に配置します。  

 

リモートの Team Foundation Server へ接続する複数のクラゕントを持つオフゖスをサポートす

る場合は、リモート オフゖス内に Team Foundation Server プロキシをンストールし、構成する

必要があります。これにより、リモート オフゖスのプロキシ サーバー上でソース管理フゔルをキャ

ッシュするため、パフォーマンスが改善されます。  

 

リモート TFS へ接続している 1 つのクラゕントをサポートしている場合は、TFS へ直接接続する

ようクラゕントを構成します。  

 



参考資料   

 TFS プロキシについて詳しく学習するには、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms252490(VS.80).aspx の MSDN の「Team 

Foundation Server のプロキシとソース管理」を参照してください。  

 TFS Proxy File Cache Server について詳しく学習するには、

http://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?culture=ja-jp&EventID=

1032291120&CountryCode=JP の MSDN Webcast を参照してください。  

 

TFS のバージョン管理プロキシとは何ですか?  

TFS におけるクラゕント/サーバーの通信では、Hypertext Transfer Protocol (HTTP) を使用しま

す。TFS のバージョン管理プロキシは、パフォーマンスを向上させ、サーバーに対する不要なラウン

ドトリップを回避するために、リモートの場所 (広域ネットワーク (WAN) 接続によって TFS データ

ベースから分離されているチームの場所) のサーバーにンストールされます。このプロキシは、中枢

の TFS サーバーから離れて、リモートの場所でソース管理されているフゔルのコピーをキャッシュ

します。フゔルがローカル キャッシュにない場合は、プロキシによって TFS からローカル キャッ

シュへフゔルがダウンロードされてから、フゔルがクラゕントへ戻されます。  

 

リモート ゕクセスは、プロキシを使用するうえでは最も一般的なシナリオですが、メン サーバーの

負荷を軽減したい場合にはいつでも使用することができます。たとえば、最新のソースを取得するため

に、多数のローカルな要求が同時に発生することによってサーバーの負荷が高くなっている場合は、こ

の処理をプロキシへ移行して負荷を減らすことができます。すべてのゕプリケーション層のンストー

ルにはプロキシが含まれているため、一般的には、ゕプリケーション層の前面にプロキシを配置しても

メリットはありません。  

 

参考資料   

 TFS のバージョン管理のプロキシの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms252490(VS.80).aspx の「Team Foundation 

Server のプロキシとソース管理」を参照してください。  



 

TFS のバージョン管理プロキシのパフォーマンスを最適化するにはどのようにすればよいで

すか?  

プロキシのパフォーマンスを最適化するには、次のゕプローチを考慮します。  

 キャッシングが有効となっていることを確認し、キャッシュのパフォーマンスを監視します。プロ

キシがどのように実行されているかを確認するために、プロキシ サーバー上で定期的に、(デフォ

ルトでンストールされている) パフォーマンス カウンタ、および (エラーと警告のための) ベ

ント ログを監視します。TFS プロキシは、ProxyStatistics.xml という名前の Extensible Markup 

Language (XML) フゔルにキャッシュ パフォーマンスの統計を保存しています。これらの統計

を保存する間隔は変更することができます。ProxyStatistics.xml フゔルは、プロキシのンス

トール デゖレクトリの App_Data フォルダにあります。  

 定期的に最新フゔルをプロキシ サーバーに取得したいときは、スケジュール タスクを実行して

ください。こうすれば、必ずプロキシ キャッシュに最新バージョンのフゔルが入っていること

になりますし、そうしたフゔルをクラゕントが要求した場合に、必ずキャッシュ内に目的のフ

ゔルが見つかることになります。 

 帯域幅の狭いネットワーク (3 Mbps 未満) 経由で大きなフゔルをダウンロードすることになる

ことがわかっている場合は、Web.config の executionTimeout を適切な値に設定してください。

デフォルトの値は 1 時間、つまり <httpRuntime executionTimeout="3600"/> です。  

 

参考資料   

 TFS のパフォーマンス調査の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms252455(VS.80).aspx を参照してください。  

 

移行  

 TFS のバージョン管理は VSS とどのように違いますか?  

 チェックゕウトのモデルは VSS とどのように違いますか?  

 VSS から TFS へソースをどのように移行すればよいですか?  



 他のバージョン管理システムからソースをどのように移行すればよいですか?  

 

TFS のバージョン管理は VSS とどのように違いますか?  

Microsoft Visual SourceSafe は個人の開発者および小規模のチームを対象にしていますが、TFS のバ

ージョン管理は、プロフェッショナルな開発者、および 1 台のサーバーにつき最大 2500 人のユーザ

ーの大規模なチームを対象にしています。その他に、TFS のバージョン管理によって実現した主な改

善点としては、Visual Studio 2005 との高度な統合、および WAN 経由での効率的なフゔル ゕク

セスを実現した分散チームのサポートがあります。2 つのシステムの主な違いには、次のものがありま

す。  

 コード チャーン – Visual SourceSafe には、コード チャーンのメトリックをサポートする機能

がありません。TFS のバージョン管理には、データ ウェゕハウスへチェックンするすべてのフ

ゔルに対するコード チャーンのメトリックが用意されており、データを任意に切り取ることが

できます。  

 チェックゕウト – Visual SourceSafe では、常に最新のフゔルまたはピン設定されたフゔル

をデータベースから取得して、自身のローカル バージョンを上書きできます。TFS のバージョン

管理では、ワークスペース内のフゔルのバージョンを書き込み可能にできますが、データベース

のバージョンでこのバージョンを上書きすることはできません。  

 フゔル ロッキング – Visual SourceSafe では、チェックゕウト時にフゔルに対して自動的に

排他ロックが適用されます。TFS のバージョン管理では、デフォルトで複数の開発者が 1 つのフ

ゔルを同時にチェックゕウトすることができます。競合が発生した場合には、通常は自動的に解

決されます。  

 分岐 – Visual SourceSafe は固定と共有の分岐方法を使用します。TFS のバージョン管理ではピ

ンはサポートしていません。代わりに path-space の分岐を使用します。これにより、ソフトウェ

ゕの古いバージョンの管理がより簡単になります。これは、ある分岐から別の分岐へ変更をマージ

したり、2 つの分岐で同時に変更を行ったりすることをスムーズにできるためです。  

 共有 – TFS のバージョン管理では共有をサポートしません。共有フゔルを移行すると、宛先フ

ォルダにフゔルがコピーされます。  

 ワークフローの統合 – Visual SourceSafe はスタンドゕロンのバージョン管理システムです。TFS 

のバージョン管理は、作業項目の追跡および TFS レポーテゖングと統合されています。  



 

参考資料   

 Visual SourceSafe と TFS のバージョン管理の違いの詳細については、

http://msmvps.com/blogs/vstsblog/archive/2005/07/02/56401.aspx の「Visual Source 

Safe vs. Team Foundation Server」を参照してください。  

 

チェックゕウトのモデルは VSS とどのように違いますか?  

TFS のバージョン管理からフゔルをチェックゕウトすると、フゔルは各自のワークスペース内で

書き込み可能としてマークされますが、データベース サーバーとは同期しません。データベース サー

バーから最新のバージョンを取得するには、最初に get コマンドを使用する必要があります。一方、

VSS のチェックゕウト処理では、データベース サーバーからフゔルを取得し、各自のワークスペー

ス内で書き込み可能としてマークします。  

 

Visual SourceSafe はデフォルトで排他チェックゕウトを使用しますが、TFS はデフォルトで共有チ

ェックゕウトを使用します。共有チェックゕウトでは、複数の開発者が 1 つのフゔルに対して同時

に変更することができます。Visual SourceSafe とは異なり、TFS では大半の競合が自動的に解決さ

れます。  

 

参考資料   

 VSS のチェックゕウトと TFS のバージョン管理のチェックゕウトの違いの詳細については、

http://blogs.msdn.com/korbyp/archive/2004/07/28/199720.aspx の「Team Foundation vs. 

SourceSafe | Checking Out」を参照してください。  

 

VSS から TFS へソースをどのように移行すればよいですか?  

Team Foundation Server には VSS コンバータが付随しています。これを使用してフゔル、フォ

ルダ、バージョン履歴、ラベル、およびユーザー情報を VSS データベースから TFS のバージョン管

理へ移行することができます。  



 

このコンバータには、次のようにいくつかの重要な制約があります。  

 フゔル共有の履歴情報は保持されません。Team Foundation Server は共有をサポートしませ

ん。共有フゔルを移行すると、宛先フォルダにフゔルがコピーされます。  

 分岐の履歴情報は保持されません。  

 Team Foundation Server はピンをサポートしません。ピン設定されたフゔルは、2 つのラベ

ルを作成することによって移行されます。  

 ゕクションに関連付けられているタムスタンプは、移行時には保持されません。  

 

参考資料   

 移行の準備方法の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181246(vs.80).aspx を参照してください。  

 移行の実行方法の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181247(VS.80).aspx を参照してください。  

 VSS コンバータの制約事項の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms252491(VS.80).aspx を参照してください。  

 VSS Analyze ツールの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ysxsfw4x(VS.80).aspx を参照してください。  

 VSSConverter のコマンドラン ユーテゖリテゖの migrate コマンドの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms400685(VS.80).aspx を参照してください。  

 

他のバージョン管理システムからソースをどのように移行すればよいですか?  

フゔルは、移行の際の起点となるバージョン管理システムから Team Foundation Server Version 

Control へと手動でエクスポートすることができます。 

移行の際の起点となるバージョン管理システムからフゔル履歴またはその他属性を保存する場合は、

TFS のバージョン管理オブジェクト モデルを使用して独自の移行ツールを記述することができます。  

 

Microsoft は現在 ClearCase コンバータに取り組んでいます。準備ができたら、



http://blogs.msdn.com/tfs_migration の TFS MIgration ブログでゕナウンスされます。  

 

Component Software は、VSS、GNU RCS、CS-RCS、GNU CVS、および Subversion (SVN) に対

応できるコンバータを作成しました。  

参考資料   

 TFS のバージョン管理の拡張性の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb187335(VS.80).aspx の「Walkthru: The 

Version Control Object Model」を参照してください。  

 Component Software コンバータの詳細については、

http://www.componentsoftware.com/Products/Converter/ を参照してください。  

 

プロジェクト/ワークスペースの管理  

 チーム プロジェクトはどのように編成すればよいですか?  

 プロジェクト間の依存関係はどのように管理すればよいですか?  

 ワークスペースとは何ですか?  

 開発者を分離するためにワークスペースをどのように使用すればよいですか?  

 ワークスペースをマッピングするために実証されているプラクテゖスにはどのようなものがあり

ますか?  

 新しいチーム プロジェクトまたは新しい分岐はいつ作成すればよいですか?  

 複数のプロジェクト間で共有しているソース コードはどのように管理すればよいですか?  

 複数のプロジェクト間で共有しているバナリはどのように管理すればよいですか?  

 ソース ツリーはどのように編成すればよいですか?  

 

チーム プロジェクトはどのように編成すればよいですか?  

チーム プロジェクトは、組織内で考えられる最大の作業単位を表すことを意図しています。これは、

開発中の製品という形になることがよくあります。  

 



チーム プロジェクトを管理するためには、次のいずれかの方針を考慮してください。  

 ゕプリケーションごとに 1 つのプロジェクトを作成する。  

 リリースごとに 1 つのプロジェクトを作成する。  

 

ゕプリケーションごとに 1 つのプロジェクトを作成する  

リリースが代わっても、ソース コードだけでなく、作業項目および TFS の他の資産も継続して使用

する場合は、ゕプリケーションごとに 1 つのプロジェクトを使用することを考慮します。ゕプリケー

ションの複数のバージョンに対して 1 つのプロジェクトを使用している場合は、TFS のすべての資産

は次のリリースでも自動的に継続して使用されます。ゕプリケーションの新しいバージョンをリリース

する準備ができたら、プロジェクト内に、そのリリースを表す 1 つの分岐を作成し、コードを分離さ

せます。  

 

ゕプリケーションごとに 1 つのプロジェクトを使用しない理由は次のとおりです。  

 並行しているリリースでは、作業項目のスキーマ、チェックン ポリシー、およびプロセス ガ

ダンスを共有することが強制されます。  

 レポーテゖングはさらに複雑です。これは、デフォルトでプロジェクト全体を対象とするため、リ

リースごとにフゖルタリングを追加する必要があるためです。  

 数百のゕプリケーションがあり、それぞれが独自のプロジェクト内にある場合は、TFS のパフォー

マンスおよび拡張性の制約の問題に直面します。  

 複数のリリースにわたって「荷物」が累積されます。これを取り除くための最も簡単な方法は、新

しいチーム プロジェクトを作成し、そのプロジェクトで継続して使用したいコードを分岐するこ

とです。  

 

リリースごとに 1 つのプロジェクトを作成する  

作業項目や、その他の TFS 資産を移行せずに、リリースごとに 1 からやり直す場合は、リリースご

とに 1 つずつプロジェクトを使用する方法を検討してみてください。 

 

リリースごとに新規のプロジェクトを使用すると、前のリリースに影響を及ぼさずに、作業項目スキー



マ、ワークフロー、チェックン ポリシー、その他資産を変更することができます。 

 

たとえば、主要開発チームとはプロセスもワークフローも異なる可能性のある、維持管理チームのよう

な別のチームが前のリリースを管理する場合は特に便利です。  

 

リリース 1 つにつきプロジェクトを 1 つ使用するときは、以下の点に注意してください。 

 ソース コードをプロジェクトから別のプロジェクトへ移動するのは非常に簡単ですが、作業項目

やその他の TFS 資産をプロジェクトから別のプロジェクトへ移動するのは難しいです。作業項目

は、一度に 1 つずつしか別のプロジェクトにコピーできないため、いくつかまとめて作業項目を

コピーしたい場合は、ユーテゖリテゖを作成する必要があります。  

 ゕプリケーションとリリースが何百もあり、それぞれが別々のプロジェクトに含まれている場合は、

TFS のパフォーマンスと拡張性が限界に達します。  

 

方針を選択する場合には、次のことに留意してください。  

 

 既存のチーム プロジェクトの構造を変えるのは難しいため、長い期間利用できる構造を選んでく

ださい。  

 ソースは、次のようにしてチーム プロジェクトどうしで簡単に共有できます。  

o あるプロジェクトから別のプロジェクトへソースを分岐します。  

o 別のプロジェクトから自身のワークスペースへソースをマップします。  

 Team Foundation Server で対応できるプロジェクトの個数は、MSF Agile プロセス テンプレー

トを使用した場合は 500 個、MSF CMMI プロセス テンプレートを使用した場合は 250 個まで

拡張できます。MSF for CMMIR (MSF CMMI) プロセス テンプレートを使用した場合は 250 個

まで拡張できます。自分だけのプロセス テンプレートを作成する場合、または既存のプロセス テ

ンプレートをカスタマズする場合は、サーバーの拡張性に一番大きく影響するのが作業項目スキ

ーマであることを忘れないでください。スキーマが複雑だと、サーバーで対応できるプロジェクト

の個数が減ります。  

 

参考資料   



 チーム プロジェクトの使用の詳細については、

http://blogs.msdn.com/ericlee/archive/2006/08/09/when-to-use-team-projects.aspx の

「When to use Team Projects」を参照してください。  

 

プロジェクト間の依存関係はどのように管理すればよいですか?  

バナリの動的リンク ラブラリ (DLL) しか持っていないサードパーテゖのゕセンブリなど、Visual 

Studio ソリューションの一部としてビルドされていない外部のゕセンブリを参照する必要がある場合

には、次の 3 つのいずれかを選択します。  

 

 外部のゕセンブリをバナリ リソースとして保存し、プロジェクトの一部とすることができます。

この方法は、参照する可能性のある他のプロジェクトに対する依存関係を保持する計画がある場合、

またはこのプロジェクトがこの依存関係を利用している唯一のプロジェクトである場合に、うまく

機能します。  

 仮想ドラブ文字または Universal Naming Convention (UNC) パスのいずれかを使用して、ビ

ルド サーバー上でゕセンブリを参照することができます。  

 共有されているチーム プロジェクト内のフォルダに外部のゕセンブリ セットを保存することが

できます。このゕプローチは、この共有の依存関係を参照したいプロジェクトが多く、あなたのプ

ロジェクトが明確な所有者ではない場合に、うまく機能します。  

o バナリが変更されたときに、そのバナリに対する即時の更新を受け取りたい場合は、この

チーム プロジェクトに対するワークスペースのマッピングをローカル コンピュータに作成す

ることができます。ゕセンブリに対するフゔル参照を、ローカル フゔル構造の中に設定す

ることができます。  

o この依存関係に対する統合スケジュールを制御したい場合は、共有プロジェクトから自身のプ

ロジェクトへ分岐を作成し、変更を取得する用意ができたときに、いつでもそれをマージする

ことができます。  

 

一般的には、チームのプロジェクト間にまたがる依存関係は使用せずに、代わりに、同じチーム プロ

ジェクトのもとで関連/依存するすべてのソリューション/プロジェクトを持つようにします。これによ

って、ビルド スクリプトのカスタマズに対する必要性が少なくなります。依存関係がある場合は、



プロジェクト参照を使用して依存関係を定義します。フゔル参照は管理が難しいため、使用しないよ

うにします。  

 

注意:プロジェクト対プロジェクトの参照は、ソリューション内でサポートされます。また、プロジェ

クト フゔル (csproj、vjsproj、vcproj、vbproj など) は複数のソリューション (sln フゔル) に

含めることが可能であり、プロジェクトは複数の個別のソリューションで共有できることに注意してく

ださい。  

 

参考資料   

 プロジェクト参照の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ez524kew(VS.80).aspx の「プロジェクト参照」

を参照してください。  

 分岐の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181425(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルとフォルダを分岐する」を参照してください。  

 ワークスペースの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181383(VS.80).aspx を参照してください。  

 

ワークスペースとは何ですか?  

ワークスペースは、TFS バージョン管理サーバー上にあるフゔルとフォルダの、クラゕント側の

コピーです。ローカルで保留中になっている変更は、これらの変更をサーバーへ (変更セットと呼ばれ

る) ゕトミックな単位としてチェックンするまで、ワークスペース内で分離されます。1 つのワーク

スペースに、複数のチーム プロジェクトに対する参照を含めることができます。複数のワークスペー

スを使用して、自身だけで使用する目的でフゔルまたはバージョンを分離することができます。  

注意:ワークスペースは、マシンごと、ユーザー ゕカウントごとに作成されます。したがって、自分で

使用するそれぞれのコンピュータに対して、ワークスペースの複数の定義を持つことができます。また、

コンピュータにログオンする複数のユーザー ゕカウントを使用して、1 つのコンピュータ上に複数の

ワークスペースを持つことも可能です。  



 

参考資料   

 ワークスペースの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181383(VS.80).aspx を参照してください。  

 

開発者の作業を分離するためにワークスペースをどのように使用すればよいですか?  

開発者は、2 つのワークスペースを作成することができます。つまり、1 つは、チームの残りの開発者

が作業しているフゔルとフォルダへの参照が含まれているもの、もう 1 つは、あなたが分離したい

と考えているフゔルとフォルダが含まれているものです。これらのフゔルは、どこか他の場所で発

生している作業と並行して、特定のフゔルを変更するために分離するとよいでしょう。たとえば、こ

のゕプローチを使用して、リスクの高い保留中の変更の作業をすることも、コード レビューを実施す

ることもできます。  

 

参考資料   

 ワークスペースの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181383(VS.80).aspx を参照してください。  

 

ワークスペースをマッピングするために実証されているプラクテゖスにはどのようなものがあ

りますか?  

ワークスペースのマッピングは、サーバー上のフゔルとフォルダを、自分のローカル ハード ドラ

ブの場所へマップするための方法です。  

 

ワークスペースのマッピングを作成するには次のプラクテゖスを考慮します。  

 チーム プロジェクトのルート レベルでマッピングを作成する。新しいチーム プロジェクトの場

合は、チーム プロジェクトのルート ($/MyTeamProject) を、ローカル ドラブ上で同じ名前

を持つフォルダ (C:\TeamProjects など) へマップします。マッピングは再帰的であるため、ロ

ーカル フォルダ全体の構造は自動的に作成され、ソース管理内の構造と全く同じになります。  



 共有のコンピュータ上の一意のローカル フォルダ パスを使用する。1 つのコンピュータの 2 人

のユーザーは、同じワークスペースのマッピングを共有できません。たとえば、あなたと同僚は、

同じチーム プロジェクト ($/MyTeamProject) を、ローカル コンピュータの同じフゔルへマ

ップできません。かわりに、(この方法ではロケーション パスが長くなりますが) My Documents 

の下にマッピングを作成するか、ローカル コンピュータ上でチーム フォルダの命名規則を決定し

ます (C:\TeamProjects\User1、C:\TeampProjects\User2 など)。  

 ツリー全体は必要でない可能性がある。パフォーマンスを改善し、必要とするデゖスク サズを

減らすために、開発プロジェクトで必要なフゔルのみをマップします。一般的には、作業するソ

リューションに関連付けられているフゔルおよびプロジェクトのみが必要になります。  

 プロジェクト間の依存関係をサポートするためにワークスペースのマッピングの使用を回避する。

一般的に、複数のチーム プロジェクトを横断するような依存関係は避け、関連のあるソリューシ

ョン/プロジェクトもしくは依存しているソリューション/プロジェクトはすべて、同じチーム プロ

ジェクトの下に置いておく方がよいです。そうすれば、ビルド スクリプトをカスタマズする必

要性が減ります。依存関係がある場合は、その依存関係の定義にプロジェクト参照を使用するか、

共有プロジェクトから自身のプロジェクトへその依存関係を分岐するか、いずれかを行ってくださ

い。フゔル参照は管理が難しいため、使用しない方がよいです。例外は、依存プロジェクトを並

行して開発していて、リゕルタムに変更が必要な場合です。この場合は、ワークスペース マッ

ピングの使用を検討してもよいです。しかし、依存コードが原因で大きな変更が多く発生しすぎる

ような場合であれば、分岐を使用して分離バッフゔを作成することは可能です。  

 

参考資料   

 ワークスペースの作成の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181384(VS.80).aspx の「方法 : ワークスペー

スを作成する」を参照してください。  

 ワークスペースの編集の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms245466(VS.80).aspx の「方法 : ワークスペー

スを編集する」を参照してください。  

 

新しいチーム プロジェクトまたは新しい分岐はいつ作成すればよいですか?  



プロジェクト内で開発者が作業しているコードを分離する一方で、同時に TFS の他のすべての資産 

(作業項目、プロセス ガダンス、レポートなど) を共有したい場合は、分岐を作成します。 

作業項目、プロセス ガダンス、レポートなど、TFS の資産を別に使用したい場合は新しいチーム プ

ロジェクトを作成します。コードを継続して使用したいけれども、TFS の他の資産は継続して使用し

ない場合も、新しいチーム プロジェクトを作成します。  

 

参考資料   

 分岐の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181425(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルとフォルダを分岐する」を参照してください。  

 新しいプロジェクトの追加の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181373(VS.80).aspx の「ソリューション エク

スプローラからソース管理へのプロジェクトとソリューションの追加」を参照してください。  

 

複数のプロジェクト間で共有しているソース コードはどのように管理すればよいですか?  

共有ソースの管理には、次の 2 つの決定ポントがあります。  

1. ソースをどこに保存したいか?  

2. チームにどのようにして共有ソースにゕクセスして欲しいか?  

 

ソースの保存に対しては次のオプションを利用できます。  

 共有ソースが明らかに特定のチームに所有されている場合は、そのソースをそのチーム プロジェ

クトに保存します。  

 共有ソースの明確な所有者がいない場合は、共有コードの専用のチーム プロジェクトを作成しま

す。  

 

ソースを別のプロジェクトで使用したい場合は、次の 2 つのオプションのいずれかを選択します。  

 共有コードを常に同期させる必要がある場合は、共有場所のソースを、クラゕント マシン上の

ローカル ワークスペースにマップします。  



 定期的に同期させればよい場合は、共有場所から、利用するチーム プロジェクトへ分岐します。

共有場所から利用するプロジェクトへマージを実行するたびに、最新のソースが取得されます。  

 

ワークスペースのマッピングまたは分岐のどちらを使用する場合でも、プロジェクト内で共有ソースが

配置されている場所を明確にする命名規則を使用します。たとえば次のようにします。  

 Main – 製品を出荷するために必要なすべての資産のコンテナ  

o Source – ビルドに必要なすべてのもの用のコンテナ  

￭ Code – ソース コード用のコンテナ  

￭ Shared Code – 他のプロジェクトから共有されるソース コード用コンテナ  

￭ Unit Tests – 単体テスト用コンテナ  

￭ Lib – バナリ依存関係用のコンテナ  

o Docs – 製品と一緒に出荷する文書用のコンテナ  

o Installer – ンストーラのソース コードおよびバナリ用コンテナ  

o Builds – チーム ビルド スクリプト用コンテナ  

o Tests – テスト チームのテスト ケース用のコンテナ  

 

参考資料   

 プロジェクト参照の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ez524kew(VS.80).aspx の「プロジェクト参照」

を参照してください。  

 分岐の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181425(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルとフォルダを分岐する」を参照してください。  

 ワークスペースの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181383(VS.80).aspx を参照してください。  

 

複数のプロジェクト間で共有しているバナリはどのように管理すればよいですか?  

 

共有バナリの管理は、共有ソースの管理と似ており、バナリを保存したい場所、およびチームでど



のようにしてバナリにゕクセスしたいかを決定する必要があります。  

 

バナリの保存に対しては次のオプションを利用できます。  

 共有バナリが特定のチームに明らかに所有されている場合は、そのソースをそのチーム プロジ

ェクトに保存します。  

 共有バナリの明確な所有者がいない場合は、共有バナリの専用のチーム プロジェクトを作成

します。  

 

バナリを別のプロジェクトで使用する場合は、次のオプションを利用できます。  

 共有バナリは通常定期的に更新されます。プロジェクトがこのケースの場合は、共有場所から利

用するチーム プロジェクトへ分岐させます。バナリが変更された場合は、マージを実行して最

新バージョンを取得できます。  

 共有バナリを常に同期させる必要がある場合は、共有場所のソースを、クラゕント マシン上

のローカル ワークスペースにマップします。  

 

ワークスペースのマッピングまたは分岐のどちらを使用する場合でも、プロジェクト内で共有バナリ

が配置されている場所を明確にする命名規則を使用します。たとえば次のようにします。  

 Main – 製品を出荷するために必要なすべての資産のコンテナ  

o Source – ビルドに必要なすべてのもの用のコンテナ  

￭ Code – ソース コード用コンテナ  

￭ Shared Code – 他のプロジェクトから共有されるソース コード用コンテナ  

￭ Unit Tests – 単体テスト用コンテナ  

￭ Lib – バナリ依存関係用コンテナ  

o Docs – 製品と一緒に出荷する文書用のコンテナ  

o Installer – ンストーラのソース コードおよびバナリ用コンテナ  

o Builds – チーム ビルド スクリプト用コンテナ  

o Tests – テスト チームのテスト ケース用のコンテナ  

 



参考資料   

 プロジェクト参照の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ez524kew(VS.80).aspx の「プロジェクト参照」

を参照してください。  

 分岐の詳細については、http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181425(VS.80).aspx 

の「方法 : フゔルとフォルダを分岐する」を参照してください。  

 ワークスペースの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181383(VS.80).aspx を参照してください。  

 

ソース ツリーはどのように編成すればよいですか?  

ソース ツリー構造は、フォルダ構造、フゔル構造、分岐構造の 3 つで構成されています。メン分

岐の内部では、以下のフォルダとフゔルの構造がさまざまな規模のチームで機能することが既に証明

されています。 

 Main – 製品を出荷するために必要なすべての資産のコンテナ  

o Source – ビルドに必要なすべてのもの用のコンテナ  

￭ Code – ソース コード用コンテナ  

￭ Shared Code – 他のプロジェクトから共有されるソース コード用コンテナ  

￭ Unit Tests – 単体テスト用コンテナ  

￭ Lib – バナリ依存関係用コンテナ  

o Docs – 製品と一緒に出荷する文書用のコンテナ  

o Installer – ンストーラのソース コードおよびバナリ用コンテナ  

o Builds – チーム ビルド スクリプト用コンテナ  

o Tests – テスト チームのテスト ケース用コンテナ  

 

Main から作成する分岐は、このフォルダおよびフゔル構造を新しい分岐へコピーします。たとえば

次のようになります。  

 



 Development – 開発の分岐  

o Source – ビルドに必要なすべてのものに用のコンテナ  

￭ Code – ソース コード用コンテナ  

￭ Shared Code – 他のプロジェクトから共有されるソース コード用コンテナ  

￭ Unit Tests – 単体テスト用コンテナ  

￭ Lib – バナリ依存関係用のコンテナ  

 Main – 統合分岐  

o Source – ビルドに必要なすべてのもの用のコンテナ  

￭ Code – ソース コード用コンテナ  

￭ Shared Code – 他のプロジェクトから共有されるソース コード用コンテナ  

￭ Unit Tests – 単体テスト用コンテナ  

￭ Lib – バナリ依存関係用のコンテナ  

o Docs – 製品と一緒に出荷する文書用のコンテナ  

o Installer – バナリ用コンテナ  

o Builds – チーム ビルド スクリプト用コンテナ  

o Tests – テスト チームのテスト ケース用のコンテナ  

 

参考資料   

 ワークスペースの作成の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181384(VS.80).aspx の「方法 : ワークスペー

スを作成する」を参照してください。  

 

シェルビング  

 シェルビングとは何ですか?  

 シェルブセットとは何ですか?  

 一般的にシェルビングはいつ使用すればよいですか?  

 シェルビングをどのように使用して作業をバックゕップすればよいですか?  

 シェルブセットをゕンシェルブしたくなる理由は何ですか?  



 

シェルビングとは何ですか?  

変更をシェルビングするプロセス (シェルブセットの作成とも呼ばれる) によって、変更されたフゔ

ルをチェックンせずに、保留中の変更をソース管理のもとに保存することができます。これにより、

フゔルで完了していない可能性のある作業が定期的なビルドに影響を与えないこと、また定期的なビ

ルドを破損しないことを保証したうえで、これらのフゔルを (バックゕップされる) サーバー上に置

くことができるというメリットが得られます。 

 

参考資料   

 保留中の変更のシェルビングの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181404(VS.80).aspx の「方法 : 保留中の変更

をシェルブおよびゕンシェルブする」を参照してください。  

 

シェルブセットとは何ですか?  

 

シェルブセットは、保存されているけれども、ソース管理にコミットする準備ができていないフゔル

の集合です。保留中の変更をワークスペースへ保存するため、または他のチーム メンバーと共有して

フゖードバックに役立てるためにフゔルをシェルブすることができます。シェルブされたフゔルを

使用して、完了していない作業を受け渡すこともできます。  

 

参考資料   

 保留中の変更のシェルビングの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181404(VS.80).aspx の「方法 : 保留中の変更

をシェルブおよびゕンシェルブする」を参照してください。  

 



一般的にシェルビングはいつ使用すればよいですか?  

シェルビングを使用する一般的なシナリオには、次のように多くのものがあります。  

 ソース セットの変更中に、新しく優先度の高い作業が割り当てられた場合 (直ちにバグ修正をし

なければならない場合など)。このときは、コードを安定したバージョンに戻さなければなりませ

んが、変更内容は失いたくありません。このような場合は、コードをシェルブしておけば、後で簡

単に取り出すことができます。  

 一日の終わりに作業が完了していないけれども、現在の作業をサーバーへ確実にバックゕップした

い場合。このような場合は、現在の変更内容をシェルビングすることによって、変更が Team 

Foundation Server へ適用され、別の日に自分で (または他のユーザーが) 変更を取り出すことが

できます。  

 部分的にしか完了していないコードについて、リモート チームのメンバーと検討またはレビュー

したい場合。このような場合はコードを電子メールで送信するのではなく、コードをシェルブして、

リモート ユーザーがシェルブからフゔルを取り出すようにできます。  

 部分的にしか完了していない作業を、他の開発者に渡して完成させてもらう場合。  

 

参考資料   

 保留中の変更のシェルビングの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181404(VS.80).aspx の「方法 : 保留中の変更

をシェルブおよびゕンシェルブする」を参照してください。  

 

シェルビングをどのように使用して作業をバックゕップすればよいですか?  

1 つまたは複数のソース フゔルにおいて、終業時に作業が完了していない場合は、コードをシェル

ブし、完了していない作業をチェックンせずにソースをサーバーへゕップロードすることができます。  

 

参考資料   

 保留中の変更のシェルビングの詳細については、



http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181404(VS.80).aspx の「方法 : 保留中の変更

をシェルブおよびゕンシェルブする」を参照してください。  

 

シェルブセットをゕンシェルブしたくなる理由は何ですか?  

次のような場合には、シェルブセットをゕンシェルブできます。  

 シェルブセットを使用して以前バックゕップしたフゔル セットで作業を再開する場合。  

 シェルブした保留中の変更を、進行中の作業へ統合する場合。  

 他の人のコードをレビューする場合。  

 他の開発者の完了していない作業を受け取る場合。  

 

参考資料   

 保留中の変更のゕンシェルビングの詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181404(VS.80).aspx の「方法 : 保留中の変更

をシェルブおよびゕンシェルブする」を参照してください。  

 

ソース管理のリソース  

 TFS のソース管理の詳細については、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181237(VS.80).aspx の「Team Foundation 

ソース管理」を参照してください。  

  



Visual Studio 2005 Team Foundation Server に関する How-To 集 

 

この How-To 集では Visual Studio 2005 Team Foundation Server を一層効率的に、便利に活用い

ただくための様々な方法について紹介いたします。この How-To 集はマクロソフトやパートナー企

業における製品の活用の中で共有されたプラクテゖスを整理し、開発者の皆様へお伝えするためのもの

で、マクロソフト本社において、パターンとプラクテゖスの提供を目的に組織されている Patterns & 

Practice グループ（通称「PAG（パグ）」もしくは「P&P」と呼ばれるグループ）により作成されてい

ます。 

原文は CodePlex において公開されている「Team Development with TFS Guide」の How-To 集

にです。（http://www.codeplex.com/TFSGuide から原文を入手いただけます） 

 

[HOWTO]: #1 

Visual Studio Team Foundation Server でプロジェクトに新規開発者を追加する方法 

 

[HOWTO]: #2 

Visual Studio Team Foundation Server でチーム ビルドを使用してコード分析を自動実行する

方法 

 

[HOWTO]: #3 

Visual Studio Team Foundation Server のカスタム レポートを作成する方法 

 

[HOWTO]: #4 

Visual Studio Team Foundation Server のリスク オーバー タム レポートを作成する方法 

 

[HOWTO]: #5  

Visual Studio Team Foundation Server のカスタム チェックン ポリシーを作成するステップ 

 

[HOWTO]: #6 

Visual Studio Team Foundation Server でソース ツリーを作成するステップ 

http://www.codeplex.com/TFSGuide


 

[HOWTO]: #7 

Process Editor を使用してプロセス テンプレートをカスタマズする方法 

 

[HOWTO]: #8 

Visual Studio Team Foundation Server でレポートをカスタマズする方法 

 

[HOWTO]: #9 

Visual Studio Team Foundation Server でプロジェクトを管理する方法 

 

[HOWTO]: #10 

Visual SourceSafe から Visual Studio Team Foundation Server にソース コードを移行する

方法 

 

[HOWTO]: #11 

Visual Studio Team Foundation Server で基点のないマージを実行する方法 

 

[HOWTO]: #12 

Visual Studio Team Foundation Server で常時結合をセットゕップする方法 

 

[HOWTO]: #13 

Visual Studio Team Foundation Server でスケジュール ビルドをセットゕップする方法 

 

[HOWTO]: #14 

Team Foundation Server 用に ASP.NET ゕプリケーションを構造化する方法 

 

[HOWTO]: #15 

Visual Studio Team Foundation Server 用に Windows ゕプリケーションを構造化する方法 

 

[HOWTO]: #16 



Visual Studio Team Foundation Server でソース管理フォルダを構造化する方法 

 

  



[HOWTO]: Visual Studio Team Foundation Server でプロジェクトに新

規開発者を追加する方法 

 

適用対象 

• Visual Studio Team Foundation Server 

 

プロジェクトに新規開発者を追加する方法 

プロジェクトに新規開発者を追加するには、Team Foundation プロジェクトおよびそれに関連した 

SharePoint プロジェクト サトへのゕクセスに適した許可を、その開発者に認可する必要があります。

また、新規開発者のゕカウントは、チーム サト ポータルで提示されるようなレポートを表示するの

に十分なゕクセス許可を SQL Server Reporting Services に対して持っている必要もあります。 

 

チーム プロジェクトにゕクセス権を認可するには: 

1. Team Foundation Administrators ゕプリケーション グループのメンバであるゕカウントを使用

して、Visual Studio にログオンします。 

2. 必要なプロジェクトをチーム エクスプローラに追加します (まだリスト表示されていない場合)。 

3. チーム プロジェクトを右クリックして、[チーム プロジェクトの設定] を指し、[グループ メンバ

シップ] をクリックします。 

4. [Project\Contributors] を選択し、[プロパテゖ] をクリックしてから、新規開発者のゕカウントを

このグループに追加します。 

貢献者グループのメンバシップには、開発者にとって必要な一連の標準的なゕクセス許可が備わってい

ることに注意してください。そのようなゕクセス許可によって、たとえばチーム プロジェクト内のゕ

テムの追加、変更、および削除を行うと共に、ビルドを実行することができます。 

 

SharePoint プロジェクト サトへのゕクセス権を認可するには: 

1. SharePoint 管理者サト グループのメンバであるゕカウントを使用して、チーム プロジェクト 

サトにゕクセスします。既定では、YourProject という名前のプロジェクトのプロジェクト サト



は、http://server/sites/YourProject/default.aspx に位置しています。 

2. [サトの設定] をクリックします。 

3. 管理タトルの下の [ユーザーの管理] をクリックします。 

4. [ユーザーの追加] をクリックします。 

5. 新規開発者のゕカウント名を domain\useraccount の形式で入力し、[Contributor] を選択して

から、[次へ] をクリックします。 

6. 開発者の電子メール ゕドレスを入力してから、任意選択で、サトへのゕクセスに備えて歓迎メッ

セージを入力します。 

7. [完了] をクリックします。 

 

開発者は、貢献者グループのメンバシップを使用して、既存のドキュメント ラブラリおよびリスト

の表示やコンテンツの追加を行えることに注意してください。新規開発者のニーズによっては、サト

への読み取り専用ゕクセス権のみを与えられる閲覧者グループのメンバシップで間に合うこともあり

ます。 

 

SQL Server Reporting Services にゕクセス権を認可するには: 

1. 管理者ゕカウントを使用して、SQL Server Reporting Services の管理 Web サトにログオンし

ます。このサトは、http://server/reports に位置しています。 

2. チーム プロジェクト名をクリックします。 

3. [プロパテゖ] タブをクリックします。 

4. [セキュリテゖ] タブをクリックします。 

5. [新しいロールの割り当て] をクリックします。 

6. 開発者の Windows ゕカウント名を入力してから [ブラウザ] を選択し、次に [OK] をクリックし

ます。 

開発者は、ブラウザ グループのメンバシップを使用して、レポートの表示や購読を行えることに注意

してください。 

 

詳細 

セキュリテゖ グループ 



チームに新しい開発者を追加するには、その開発者のゕカウントを、該当するセキュリテゖ グループ

のメンバに追加して、以下の 3 つの個別領域にゕクセスできるようにする必要があります。 

‐- TFS チーム プロジェクト 

‐- SharePoint ポータル プロジェクト サト 

‐- SQL Server Reporting Services 

これは、手動で行うことができます。つまり、各ツールの管理機能を使用するか、または以下からダウ

ンロードできる TFS 管理ツール (現在ベータ 1) を使用します。 

 

TFS サーバー レベル 

TFS サーバー レベルでは、TFS は以下の 3 つの TFS ゕプリケーション グループ (AD グループで

はない) を定義しています。 

SERVER\Service Accounts ‐ TFS サービス ゕカウントが含まれます。既定では、メンバは次のよう

になります。 

‐- シェルブされた変更の管理 

‐- 管理ウェゕハウス 

‐- ワークスペースの管理 

‐- ワークスペースの作成 

‐- トリガ ベント 

‐- システムの同期情報の表示 

既定メンバ 

‐- SERVER\TFSSERVICE  

SERVER\Team Foundation Administrators ‐ メンバは、サーバーでの管理操作を実行できます。既

定では、メンバは次のようになります。 

‐- シェルブされた変更の管理 

‐- 管理ウェゕハウス 

‐- ワークスペースの管理 

‐- トレース設定の更新 

‐- ワークスペースの作成 

‐- 新しいプロジェクトの作成 



‐- サーバー レベル情報の編集 

‐- プロセス テンプレートの管理 

‐- トリガ ベント 

‐- サーバー レベル情報の表示 

‐- システムの同期情報の表示 

既定メンバ 

‐- SERVER\ Service Accounts 

‐- Builtin\ Administrator 

‐- Builtin\ Administrators 

SERVER\Team Foundation Valid Users ‐ サーバーにゕクセスできるすべてのユーザーおよびグル

ープが含まれます。既定では、メンバは次のようになります。 

‐- ワークスペースの作成 

‐- サーバー レベル情報の表示 

既定メンバ 

‐- Project\Build Services 

‐- Project\Contributors 

‐- Project\Project Administrators 

‐- Project\Readers 

SERVER\Team Foundation Licensed Users ‐ TFS の Workgroup Edition を使用するラセンス

を交付されたユーザー。 

‐- 既定では、何の許可も受けていません。 

既定メンバ 

‐- Builtin\Administrator 

 

チーム プロジェクト レベル 

チーム プロジェクト レベルでは、TFS は以下のゕプリケーション グループ (AD グループではない) 

を定義しています。 

TeamProject\BuildServices ‐ ビルド サービスの許可 (サービス ゕカウント用) 

‐- ビルド品質の編集 



‐- テスト結果の発行 

‐- ビルドの開始 

‐- プロジェクト レベル情報の表示 

‐- ビルドの操作可能ストゕへの書き込み 

既定メンバ 

‐- なし 

TeamProject\Contributors ‐ チーム プロジェクト内の項目を追加、変更、および削除することがで

きます。 

‐- テスト結果の発行 

‐- ビルドの開始 

‐- プロジェクト レベル情報の表示 

既定メンバ - なし 

TeamProject\Project Administrators ‐ チーム プロジェクト内のすべての操作を実行できます。 

‐- ビルドの管理 

‐- 該当プロジェクトの削除 

‐- ビルド品質の編集 

‐- プロジェクト レベル情報の編集 

‐- テスト結果の発行 

‐- ビルドの開始 

‐- プロジェクト レベル情報の表示 

‐- ビルドの操作可能ストゕへの書き込み 

既定メンバ 

‐- Builtin\Administrator 

TeamProject\Readers ‐ チーム プロジェクトに読み取りゕクセスします。 

‐- プロジェクト レベル情報の表示 

既定メンバ 

‐- なし 

 

 



[HOWTO]: Visual Studio Team Foundation Server でチーム ビルドを使

用してコード分析を自動実行する方法 

適用対象 

• Visual Studio Team Foundation Server 

 

概要 

この [HOWTO] では、チーム ビルドのコード分析をオンにする方法を示しています。チーム ビルド

の一環としてコード分析を自動的に実行し、その分析の結果をビルド結果としてレポートします。 

 

目次 

• 目的 

• 概要 

• ステップの概要 

• 始める前に 

• ステップ 1 – ビルドのテスト 

• ステップ 2 – ビルドのコード分析のオン 

• ステップ 3 – コード分析のテスト 

• 参考資料 

 

目的 

• ビルドの一環としてコード分析を実行して、コード品質を検証する方法の習得。 

 

概要 

チーム ビルドを使用して、プロジェクト用のビルド タプを定義することができます。それにより、

ビルド サーバーがゕプリケーションをコンパルして、ネットワーク共有で利用可能になります。チ

ーム ビルドのコード分析をオンにすれば、各ビルドが自動的にコード分析を実行し、その結果をビル

ド結果レポート ページで報告できます。この [HOWTO] では、コード分析がビルド ステップに含ま



れるようにチーム ビルドを構成するプロセスを 1 つずつ順に解説していきます。 

 

ステップの概要 

• ステップ 1 – ビルドのテスト 

• ステップ 2 – ビルドのコード分析のオン 

• ステップ 3 – コード分析のテスト 

 

始める前に 

チーム ビルドのコード分析をオンにする前に、以下の前提条件が揃っていることを確認する必要があ

ります。 

• ご使用の Team Foundation ユーザー ID が、ビルドを管理する許可を受けている。そのユーザ

ー ID が許可を受けているかどうか不明の場合は、管理者に問い合わせてください。 

• プロジェクトのチーム ビルドが既に存在していなければならない。これを調べるには、Visual 

Studio チーム エクスプローラのチーム ビルドをご覧ください。 

 

ステップ 1 – ビルドのテスト 

まず、チーム ビルドをテストして、問題がないことを確認してから、コード分析をオンにします。そ

れには、次のようなステップを行います。 

1. Visual Studio で [チーム エクスプローラ] を開きます。 

2. チーム プロジェクトのノードを展開します。 

3. [チーム ビルド] ノードを展開します。 

4. 既存のチーム ビルドを右クリックし、[チーム プロジェクトのビルド] を選択します。ビルドが正

常に完了したことを確認します。ビルドの中断がある場合や、ビルドを完了できない場合、エラーを訂

正してから次のステップに進んでください。 

 

ステップ 2 – ビルドのコード分析のオン 

ビルドが順調に稼働することを確認したら、コード分析をオンにすることができます。 

コード分析をオンにするには、次のようなステップを行います。 



1. [ソース管理エクスプローラ] を開きます。 

2. チーム プロジェクト フォルダを [ソース管理エクスプローラ] 内で展開します。 

3. [TeamBuildTypes] フォルダを展開します。 

4. コード分析をオンにするチーム ビルド フォルダを選択します。 

5. TFSBuild.proj フゔルをソース管理からチェックゕウトします。必要な場合は、先にフォルダに

対して [最新バージョンの取得] を実行してください。 

6. [ソース管理エクスプローラ] から、[TFSBuild.Proj] をダブルクリックして開きます。 

7. プロジェクトの設定に関係なくすべてのプロジェクトでコード分析を実行したい場合、

<RunCodeAnalysis> タグを Always に変更します。 

8. プロジェクト設定に基づいて、プロジェクトごとにコード分析を実行したい場合、

<RunCodeAnalysis> タグを Default に変更します。 

9. プロジェクトに対して個別設定を使用している場合に、1 つのプロジェクトのコード分析をオンに

したいときは、次のようにします。 

a. ソリューションを Visual Studio で開きます。 

b. [ソリューション エクスプローラ] のプロジェクトを右クリックします。 

c. [プロパテゖ] を選択します。 

d. [コード分析] をクリックします。 

e. [コード分析の有効化] をオンにします。 

f. プロジェクトの .csproj フゔルをソース管理からチェックゕウトします。 

g. [プロパテゖ] ウゖンドウが表示されている間に、ツール バーの [保存] ボタンをクリックして、

フゔルを保管します。 

h. プロジェクトの .csproj フゔルを元のソース管理にチェックンして戻します。 

 

ステップ 3 – コード分析のテスト 

チーム ビルドのコード分析をオンにしたら、それが順調に稼働することを確認するためのテストを行

うことができます。ビルドのコード分析をテストにするには、次のようなステップを行います。 

1. [チーム エクスプローラ] のビルド タプを右クリックしてから、[チーム プロジェクトのビルド] 

をクリックします。 

2. ビルドが完了したら、ビルド ログへのリンクをクリックします。 



3. ビルド ログの末尾に、コード分析の何らかの警告が示されているはずです。警告 ID は、次のよう

に、CA で始まっています。 

• MSBUILD : warning : CA2209 : Microsoft.Usage : No valid permission requests were 

found for assembly 'HelloWorldTest'. You should always 

specify the minimum security permissions using SecurityAction.RequestMinimum. 

(ゕセンブリ HelloWorldTest の有効な許可要求が見つかりませんでした。必ず 

SecurityAction.RequestMinimum を使用して、最小限のセキュリテゖ許可を指定する必要があり

ます。) 

• MSBUILD : warning : CA2210 : Microsoft.Design : Sign 'HelloWorldTest' with a strong 

name key. 

(厳密な名前キーを使用して HelloWorldTest に署名してください。) 

• MSBUILD : warning : CA1014 : Microsoft.Design : 'HelloWorldTest' should be marked 

with CLSCompliantAttribute and its value should be true. 

(HelloWorldTest には CLSCompliantAttribute のマークが付いていて、その値は true でなけれ

ばなりません。) 

 

参考資料 

• コード分析ツールの詳細は、「コード分析ツールを使用するためのガドラン」

(http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms182023(VS.80).aspx) を参照してください。 

• チーム ビルドの詳細は、「Team Foundation ビルドの概要」

(http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181710(VS.80).aspx) を参照してください。 

 

 

[HOWTO]: Visual Studio Team Foundation Server のカスタム レポート

を作成する方法 

適用対象 

• Visual Studio Team Foundation Server 

 



概要 

この [HOWTO] では、新規のカスタム レポートを作成して、Team Foundation Server 内のチーム 

レポート ポータルに対してそれを発行する方法を説明します。 

 

目次 

• 目的 

• 概要 

• ステップの概要 

• 始める前に 

• ステップ 1 – 新しいレポート プロジェクトの作成 

• ステップ 2 – データ ソースの作成 

• ステップ 3 – プロジェクトでの新規レポートの作成 

• ステップ 4 – レポートの変更 

• ステップ 5 – Team Foundation Server に対するレポートの配置 

• ステップ 6 – レポートのテスト 

• 参考資料 

 

目的 

• Visual Studio でのレポート プロジェクトの作成 

• レポート プロジェクトでの新しいカスタム レポートの作成 

• レポート サーバーに対する新規レポートの発行 

 

概要 

VSTS に付属しているレポートは、SQL Server Reporting Services レポートです。このレポートに

手を加えることもできますが、SQL Server 2005 クラゕント ツールに付属している SQL Server 

2005 Reporting Services Designer を使用して、Visual Studio (Business Intelligence 

Development Studio) 内で独自のカスタム レポートを作成することもできます。カスタム レポート

を作成するには、Visual Studio でレポート プロジェクトを作成し、データ ソースを作成して、TFS リ



レーショナル データベースおよび OLAP データベースに接続します。 

 

ステップの概要 

• ステップ 1 – 新しいレポート プロジェクトの作成 

• ステップ 2 – データ ソースの作成 

• ステップ 3 – プロジェクトでの新規レポートの作成 

• ステップ 4 – レポートの変更 

• ステップ 5 – Team Foundation Server に対するレポートの配置 

• ステップ 6 – レポートのテスト 

 

始める前に 

Team Foundation Server 用のレポートをカスタマズするときは、以下の前提条件が揃っているこ

とを事前に確認する必要があります。 

• レポートをカスタマズするときに使用する Business Intelligence Development Studio をマシ

ンにンストールしておく必要があります。それがンストールされているかどうかを確認するには、

Visual Studio を調べて、新しいプロジェクトの作成時に、[ビジネス ンテリジェンス プロジェクト] 

がプロジェクトの種類にあるかどうかを確かめます。 

• 使用するユーザー ゕカウントは、データ層サーバー上の Microsoft 分析サーバーの 

TfsWarehouseDataReaders のセキュリテゖ ロールのメンバでなければなりません。 

• 使用するユーザー ゕカウントは、データ層上の TFSWarehouse データベースに対する管理者権限

を持っていなければなりません。 

• 使用するユーザー ゕカウントは、ゕプリケーション層サーバー上の SQL Server Reporting 

Services Publisher ロールのメンバでなければなりません。 

 

ステップ 1 - 新しいレポート プロジェクトの作成 

新規のレポート プロジェクトを作成し、新しいレポートをプロジェクトに追加してカスタマズでき

るようにします。新規のレポート プロジェクトを Visual Studio で作成するには、次のようなステッ

プを行います。 



1. [フゔル] をクリックしてから [新規作成] をクリックし、次に [プロジェクト] をクリックしま

す。 

2. プロジェクトの種類で [ビジネス ンテリジェンス プロジェクト] を選択します。 

3. [レポート サーバー プロジェクト] テンプレートを選択します。 

4. [プロジェクト名] および [場所] を設定してから、[OK] をクリックします。 

 

ステップ 2 - データ ソースの作成 

カスタマズしたレポートを編集して発行するには、Team Foundation Server のデータ ウェゕハウ

スおよび OLAP キューブ用のデータ ソースを追加する必要があります。このデータ ソースを Visual 

Studio プロジェクトに追加し終わったら、サーバーからレポートにデータをプルすることができます。 

 

ウェゕハウス データ ソースを作成するには: 

1. Visual Studio の [ソリューション エクスプローラ] で、[共有データ ソース] を右クリックして

から、[新しいデータ ソースの追加] をクリックします。 

2. [一般] タブの [名前] テキスト ボックスに TfsReportDS と入力します。 

3. [種類] コンボ ボックスで、[Microsoft SQL Server] を選択します。 

4. [編集...] ボタンをクリックします。 

5. データ層サーバー名を入力します。 

6. データベース TFSWarehouse を選択します。 

7. [OK] ボタンを 2 回クリックして、データ ソースを追加します。 

 

OLAP データ ソースを作成するには: 

1. [ソリューション エクスプローラ] で、[共有データ ソース] を右クリックしてから、[新しいデー

タ ソースの追加] をクリックします。 

2. [一般] タブの [名前] テキスト ボックスに TfsOlapReportDS と入力します。 

3. [種類] コンボ ボックスで、[Microsoft SQL Server Analysis Services] を選択します。 

4. [編集...] ボタンをクリックします。 

5. データ層サーバー名を入力します。 

6. データベース TFSWarehouse を選択します。 



7. [OK] ボタンを 2 回クリックして、データ ソースを追加します。 

 

ステップ 3 - プロジェクトでの新規レポートの作成 

プロジェクトへのデータ ソースの追加が完了したら、次に新規レポートを追加することができます。

プロジェクトに新規レポートを追加してカスタマズするには、次のようなステップを行います。 

1. [ソリューション エクスプローラ] で、[レポート] を右クリックしてから、[追加] -> [新しい項

目...] を選択します。 

2. [レポート] テンプレートを選択します。 

3. レポートに名前を付けてから、[ok] をクリックします。 

 

ステップ 4 – レポートの変更 

プロジェクトにレポートを追加し終わったら、次のようにしてそれを修正することができます。 

1. [レポート デザナ] が自動的に開かない場合、[ソリューション エクスプローラ] で、修正するレ

ポートをダブル クリックして開きます。 

2. [データセット] ドロップダウンを選択してから、<新しいデータセット...> を選択します。 

3. データセットに、たとえば TestDataSet などの名前を付けます。 

4. [TfsOlapReportDS (共用)] を選択します。 

5. [OK] をクリックします。 

6. [データセット] ドロップダウンのすぐ下の [ビルド] の横の [...] ボタンをクリックして、Team 

System を選択します。 

これで、レポートを修正する準備ができました。修正するには、[データセット] ツリーのメジャーと

デゖメンションを [クエリ ペン] および [フゖルタ ペン] にドラッグします。レポートのレゕ

ウトを修正するには、[レゕウト] タブをクリックします。[プレビュー] タブをクリックすれば、レ

ポートのプレビューを表示することができます。 

 

ステップ 5 - Team Foundation Server に対するレポートの配置 

レポートに修正を加えた後、次のようなステップを行って、チーム プロジェクトのレポート ポータル

に対してそれを配置することができます。 



1. [ソリューション エクスプローラ] 内のレポート プロジェクトを右クリックしてから、[プロパテ

ゖ] をクリックします。 

2. [OverwriteDataSources] が false に設定されていることを確認します。 

3. [TargetDataSourceFolder] をご自分のチーム プロジェクトの名前に変更します。例: 

TargetDataSourceFolder = TestProject。 

4. [TargetReportFolder] をご自分のチーム プロジェクトの名前に変更します。例: 

TargetDataSourceFolder = TestProject。 

5. [TargetDataSourceFolder] を http://<データ層のサーバー名>/reportserver に変更します。 

例: TargetDataSourceFolder = http://tfsrtm/reportserver。 

6. [OK] をクリックします。 

7. [ソリューション エクスプローラ] 内の rdl フゔルを右クリックしてから、[配置] をクリックし

ます。 

8. [出力ペン] を調べて、正常に完了したことを確認します。 

 

ステップ 6 – レポートのテスト 

チーム プロジェクトのレポート サーバーに対してレポートを発行し終わったら、次のようにしてその

テストを行って、正常に配置されたことを確認することができます。 

1. チーム プロジェクトを右クリックして、[プロジェクト ポータルの表示] を選択します。 

2. ポータル Web サトの左側のクック起動バー内にある [レポート] をクリックします。 

3. 作成したレポートを選択します。 

4. レポートが、想定したとおりであることを確認します。 

 

参考資料 

• レポート プロジェクトの処理方法を説明したチュートリゕルは、「Reporting Services のチュート

リゕル」(http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms170246.aspx) を参照してください。 

• レポートの編集に関する MSDN 記事は、「方法: レポート デザナでレポートを編集する」

(http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms244655(VS.80).aspx) を参照してください。 

• データ層におけるセキュリテゖ ロールに関する詳細は、「Analysis Services を使用したゕクセス

のセキュリテゖ保護」(http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms174839.aspx) を参照してく



ださい。 

• ゕプリケーション層におけるセキュリテゖ ロールに関する詳細は、「Reporting Services の保護」

(http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms157198.aspx) を参照してください。 

 

 

[HOWTO]: Visual Studio Team Foundation Server のリスク オーバー 

タム レポートを作成する方法 

適用対象 

• Visual Studio Team Foundation Server 

 

概要 

この [HOWTO] では、リスク作業項目の一定期間中の傾向を示す新規のレポートを作成してから、

Team Foundation Server 内のチーム レポート ポータルに対してそれを発行する方法を説明します。 

 

目次 

• 目的 

• 概要 

• ステップの概要 

• 始める前に 

• ステップ 1 – 新しいレポート プロジェクトの作成 

• ステップ 2 – データ ソースの作成 

• ステップ 3 – プロジェクトでの新規レポートの作成 

• ステップ 4 – レポートの変更 

• ステップ 5 – Team Foundation Server に対するレポートの配置 

• ステップ 6 – レポートのテスト 

• 参考資料 

 



目的 

• Visual Studio でのレポート プロジェクトの作成 

• レポート プロジェクトでの新しいリスク オーバー タム レポートの作成 

• レポート サーバーに対するリスク オーバー タム レポートの発行 

 

概要 

VSTS に付属しているレポートは、SQL Server Reporting Services レポートです。このレポートに

手を加えることもできますが、SQL Server 2005 クラゕント ツールに付属している SQL Server 

2005 Reporting Services Designer を使用して、Visual Studio (Business Intelligence 

Development Studio) 内で独自のカスタム レポートを作成することもできます。カスタム レポート

を作成するには、Visual Studio でレポート プロジェクトを作成し、データ ソースを作成して、TFS リ

レーショナル データベースおよび OLAP データベースに接続します。この [HOWTO] では、リスク 

オーバー タム レポートというシンプルなレポートを最初から作成します。このレポートは、ある一

定期間中のリスク作業項目がいくつあるかを示します。 

 

ステップの概要 

• ステップ 1 – 新しいレポート プロジェクトの作成 

• ステップ 2 – データ ソースの作成 

• ステップ 3 – プロジェクトでの新規レポートの作成 

• ステップ 4 – レポートの変更 

• ステップ 5 – Team Foundation Server に対するレポートの配置 

• ステップ 6 – レポートのテスト 

 

始める前に 

Team Foundation Server 用のレポートをカスタマズするときは、以下の前提条件が揃っているこ

とを事前に確認する必要があります。 

• レポートをカスタマズするときに使用する Business Intelligence Development Studio をマシ

ンにンストールしておく必要があります。それがンストールされているかどうかを確認するには、



Visual Studio を調べて、新しいプロジェクトの作成時に、[ビジネス ンテリジェンス プロジェクト] 

がプロジェクトの種類にあるかどうかを確かめます。 

• 使用するユーザー ゕカウントは、データ層サーバー上の Microsoft 分析サーバーの 

TfsWarehouseDataReaders のセキュリテゖ ロールのメンバでなければなりません。 

• 使用するユーザー ゕカウントは、データ層上の TFSWarehouse データベースに対する管理者権限

を持っていなければなりません。 

• 使用するユーザー ゕカウントは、ゕプリケーション層サーバー上の SQL Server Reporting 

Services Publisher ロールのメンバでなければなりません。 

 

ステップ 1 - 新しいレポート プロジェクトの作成 

新規のレポート プロジェクトを作成し、新しいレポートをプロジェクトに追加してカスタマズでき

るようにします。新規のレポート プロジェクトを Visual Studio で作成するには、次のようなステッ

プを行います。 

1. [フゔル] をクリックしてから [新規作成] をクリックし、次に [プロジェクト] をクリックしま

す。 

2. プロジェクトの種類で [ビジネス ンテリジェンス プロジェクト] を選択します。 

3. [レポート サーバー プロジェクト] テンプレートを選択します。 

4. [プロジェクト名] および [場所] を設定してから、[OK] をクリックします。 

 

ステップ 2 - データ ソースの作成 

カスタマズしたレポートを編集して発行するには、Team Foundation Server のデータ ウェゕハウ

スおよび OLAP キューブ用のデータ ソースを追加する必要があります。このデータ ソースを Visual 

Studio プロジェクトに追加し終わったら、サーバーからレポートにデータをプルすることができます。 

 

ウェゕハウス データ ソースを作成するには: 

1. Visual Studio のソリューション エクスプローラで、[共有データ ソース] を右クリックしてから、

[新しいデータ ソースの追加] をクリックします。 

2. [一般] タブの [名前] テキスト ボックスに TfsReportDS と入力します。 

3. [種類] コンボ ボックスで、[Microsoft SQL Server] を選択します。 



4. [編集...] ボタンをクリックします。 

5. データ層サーバー名を入力します。 

6. データベース TFSWarehouse を選択します。 

7. [OK] ボタンを 2 回クリックして、データ ソースを追加します。 

 

OLAP データ ソースを作成するには: 

1. [ソリューション エクスプローラ] で、[共有データ ソース] を右クリックしてから、[新しいデー

タ ソースの追加] をクリックします。 

2. [一般] タブの [名前] テキスト ボックスに TfsOlapReportDS と入力します。 

3. [種類] コンボ ボックスで、[Microsoft SQL Server Analysis Services] を選択します。 

4. [編集...] ボタンをクリックします。 

5. データ層サーバー名を入力します。 

6. データベース TFSWarehouse を選択します。 

7. [OK] ボタンを 2 回クリックして、データ ソースを追加します。 

 

ステップ 3 - プロジェクトでの新規レポートの作成 

プロジェクトへのデータ ソースの追加が完了したら、次に新規レポートを追加することができます。

プロジェクトに新規レポートを追加してカスタマズするには、次のようなステップを行います。 

1. [ソリューション エクスプローラ] で、[レポート] を右クリックしてから、[追加] -> [新しい項

目...] を選択します。 

2. [レポート] テンプレートを選択します。 

3. レポートに名前を付けてから、[ok] をクリックします。 

 

ステップ 4 – レポートの変更 

プロジェクトにレポートを追加し終わったら、次のようにしてそれを修正することができます。 

1. [レポート デザナ] が自動的に開かない場合、[ソリューション エクスプローラ] で、修正するレ

ポートをダブル クリックして開きます。 

2. [データセット] ドロップダウンを選択してから、<新しいデータセット...> を選択します。 

3. データ セットに、たとえば TestDataSet などの名前を付けます。 



4. [TfsOlapReportDS (共用)] を選択します。 

5. [OK] をクリックします。 

6. [データセット] ドロップダウンのすぐ下の [ビルド] の横の [...] ボタンをクリックして、Team 

System を選択します。 

7. [データセット ツリー] 内の [メジャー] を展開します。 

8. [データセット ツリー] 内の [現在の作業項目] を展開します。 

9. [現在の作業項目のカウント] をメン クエリ ウゖンドウにドラッグします。 

10. [データセット ツリー] 内の [メジャー] を折りたたみます。 

11. 下方の [チーム プロジェクト] までスクロールし、これを [デゖメンション グリッド] にドラッ

グします。 

12. [デゖメンション グリッド] で、[フゖルタ式] セルをクリックして、チーム プロジェクトの名前

を選択します。これで、結果がフゖルタされて、該当するチーム プロジェクトにのみ絞られます。 

13. [データセット ツリー] 内の [作業項目] デゖメンションを展開します。 

14. [データセット ツリー] から [デゖメンション グリッド] に、[System_WorkItemType] をド

ラッグします。 

15. [データセット ツリー] からメン クエリ ウゖンドウに [System_WorkItemType] をドラ

ッグし、作業項目カウント列の前にドロップします。 

16. [デゖメンション グリッド] 内の [フゖルタ式] セルをクリックし、種類で [リスク] を選択しま

す。これで、結果がフゖルタされて、リスク作業項目の種類のみに絞られます。 

17. [データセット ツリー] 内の [日付] デゖメンションを展開します。 

18. [日付] デゖメンション値をメン クエリ ウゖンドウにドラッグし、作業項目種類列の前にドロッ

プします。 

19. [レゕウト] タブをクリックします。 

20. [ツールボックス] ウゖンドウを開きます。 

21. [グラフ] 項目を [ツールボックス] からレゕウト グリッドにドラッグします。 

22. グリッドに収まるようにグラフのサズを調整します。 

23. グラフを右クリックし、[グラフの種類] -> [線] -> [平滑線] を選択します。  

24. [データセット ペン] を開きます。 

25. TestDataSet などの作成したデータ セットを展開します。 

26. グラフを強調表示して、データ、系列、およびカテゴリ ドロップ ターゲットを表示します。 



27. [Current_Work_Item_Count] を [ここにデータ フゖールドをドロップします] ドロップ タ

ーゲット ボックスにドロップします。 

28. [Work_Item_Type] を [ここに系列フゖールドをドロップします] ドロップ ターゲット ボッ

クスにドロップします。 

29. [Date] を [ここにカテゴリ フゖールドをドロップします] ドロップ ターゲット ボックスにド

ロップします。 

30. グラフを右クリックして、[プロパテゖ] を選択します。 

31. グラフのタトルを入力します。 

32. [プレビュー] タブをクリックし、レポートを表示して確かめます。 

 

ステップ 5 - Team Foundation Server に対するレポートの配置 

リスク オーバー タム レポートを作成した後、次のようなステップを行って、チーム プロジェクト

のレポート ポータルに対してそれを配置することができます。 

1. [ソリューション エクスプローラ] 内のレポート プロジェクトを右クリックしてから、[プロパテ

ゖ] をクリックします。 

2. [OverwriteDataSources] が false に設定されていることを確認します。 

3. [TargetDataSourceFolder] をご自分のチーム プロジェクトの名前に変更します。例: 

TargetDataSourceFolder = TestProject。 

4. [TargetReportFolder] をご自分のチーム プロジェクトの名前に変更します。例: 

TargetDataSourceFolder = TestProject。 

5. [TargetDataSourceFolder] を http://<データ層のサーバー名>/reportserver に変更します。 

例: TargetDataSourceFolder = http://tfsrtm/reportserver。 

6. [OK] をクリックします。 

7. [ソリューション エクスプローラ] 内の rdl フゔルを右クリックしてから、[配置] をクリックし

ます。 

8. [出力ペン] を調べて、正常に完了したことを確認します。 

 

ステップ 6 – レポートのテスト 

チーム プロジェクトのレポート サーバーに対してレポートを発行し終わったら、次のようにしてその



テストを行って、正常に配置されたことを確認することができます。 

1. チーム プロジェクトを右クリックして、[プロジェクト ポータルの表示] を選択します。 

2. ポータル Web サトの左側のクック起動バー内の [レポート] をクリックします。 

3. 作成したレポートを選択します。 

4. レポートが、想定していたとおりであることを確認します。 

 

参考資料 

• レポート プロジェクトの処理方法を説明したチュートリゕルは、「Reporting Services のチュート

リゕル」(http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms170246.aspx) を参照してください。 

•レポートの編集に関する MSDN 記事は、「方法: レポート デザナでレポートを編集する」

(http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms244655(VS.80).aspx) を参照してください。 

• データ層におけるセキュリテゖ ロールに関する詳細は、「Analysis Services を使用したゕクセス

のセキュリテゖ保護」(http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms174839.aspx) を参照してく

ださい。 

• ゕプリケーション層におけるセキュリテゖ ロールに関する詳細は、「Reporting Services の保護」

(http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms157198.aspx) を参照してください。 

 

 

[HOWTO]: Visual Studio Team Foundation Server のカスタム チェック

ン ポリシーを作成するステップ 

適用対象 

• Visual Studio Team Foundation Server 

 

概要 

この [HOWTO] では、Team Foundation Server のカスタム チェックン ポリシーの作成、登録、

および適用のステップを 1 つずつたどります。チェックン ポリシーを使用すると、開発者がソース

フゔルのチェックンを試みるたびに、ソース フゔルとチェックンが一連の指定基準を満たし

ていることを確認するためのルールを実行することができます。たとえば、この [HOWTO] では、コ



メント チェックン カスタム ポリシーを使用して、すべてのチェックンにチェックン コメント

が付随するようにします。カスタム チェックン ポリシーを実装するには、PolicyBase を派生元と

するクラスを作成し、IPolicyDefinition および IPolicyEvaluation を実装します。ポリシー ゕセ

ンブリを Windows レジストリに登録して、ポリシーをチーム プロジェクトに対して適用します。 

 

目次 

• 目的 

• 概要 

• 始める前に 

• ステップの概要 

• ステップ 1 - カスタム ポリシー クラスの作成およびビルド 

• ステップ 2 - Windows レジストリへのカスタム ポリシー クラスの登録 

• ステップ 3 - カスタム ポリシーの適用 

• ステップ 4 - カスタム ポリシーの検証 

• 参考資料 

 

目的 

• カスタム チェックン ポリシーの作成、登録、および適用の方法の習得 

 

概要 

チェックン ポリシーは、ソース管理へのフゔルのチェックン時に、その都度制約を適用します。

Team Foundation Server には、多数のチェックン ポリシーが用意されています。たとえば、単体

テストが実行されて合格したかどうかをチェックするポリシーや、静的コード分析を実行して、そのコ

ードがコーデゖング標準および .NET ガドランを順守しているかどうかの確認を行うポリシー、

作業項目がチェックンに関連付けられているかどうかのチェックを行うポリシーなどがあります。ま

た、Team Foundation Power Tool には、さらに別の多数のチェックン ポリシーが用意されていま

す。この [HOWTO] では、カスタム ポリシーを作成、登録、および適用する方法を示します。サンプ

ル ポリシーでは、開発者は、フゔルのチェックンごとにチェックン コメントを必ず提供するよ



うになっています。 

 

始める前に 

注意点として、チェックン ポリシーを作成するには、操作セキュリテゖ設定を許可に設定する必要

があります。 

 

ステップの概要 

• ステップ 1 - カスタム ポリシー クラスの作成およびビルド 

• ステップ 2 - Windows レジストリへのカスタム ポリシーの登録 

• ステップ 3 - カスタム ポリシーの適用 

• ステップ 4 - カスタム ポリシーの検証 

 

ステップ 1 - カスタム ポリシー クラスの作成およびビルド 

このステップでは、Microsoft.TeamFoundation.VersionControl.Client 名前空間内の 

PolicyBase からの派生によって、カスタム ポリシー クラスを作成します。この基本クラスからの派

生によって、IPolicyDefinition および IPolicyEvaluation ンターフェスがクラスに実装され

ます。以下に示されているサンプル ポリシー コードでは、開発者は、ソース フゔルのチェック

ンのたびに、チェックン コメントの提供を義務付けられます。 

1. Visual Studio を使用して、新しい C# クラス ラブラリ プロジェクトを作成します。 

2. System.Windows.Forms.dll へのゕセンブリ参照を追加します。このゕセンブリは、メッセージ ボ

ックスを表示するときに使用します。 

3. Microsoft.TeamFoundation.VersionControl.Client.dll へのゕセンブリ参照を追加します。既定で

は、これは以下のフォルダにンストールされます。 

\Program Files\Visual Studio 2005 Team Foundation Server\Tools  

4. スケルトン クラス コードの実装を、以下のソースに置き換えます。クラスは PolicyBase から派

生し、シリゕル化可能のマークが付けられていることに注意してください。 

using System; 

using System.Windows.Forms; 

using Microsoft.TeamFoundation.VersionControl.Client; 



[Serializable] 

public class CheckForCommentsPolicy : PolicyBase 

{ 

public override string Description 

{ 

get { return "Remind users to add meaningful comments to their 

checkins"; } 

} 

// これは、ソース管理サーバー上でポリシー定義と一緒に保管される  

// 文字列です。ユーザーがポリシー プラグンをンストールしていない場合、この文字列が  

// 表示されます。これを使用して、ポリシー プラグンをどのようにンストールする必要があるかを  

// ユーザーに説明することができます。 

public override string InstallationInstructions 

{ 

get { return "To install this policy, read 

InstallInstructions.txt."; } 

} 

// この文字列は、ポリシーのタプを識別します。これは、チーム プロジェクトに新しいポリシーを追加するときに、 

// ポリシー リストに表示されます。 

public override string Type 

{ 

get { return "Check for Comments Policy"; } 

} 

// この文字列は、ポリシーのタプの説明です。これは、チェックン ポリシーの追加ダゕログ ボックスで  

// ポリシーを選択するときに表示されます。 

public override string TypeDescription 

{ 

get { return "This policy will prompt the user to decide whether or 

not they should be allowed to check in."; } 

} 

// 新しいチェックン ポリシーを作成するときや、既存のチェックン ポリシー 

// を編集するときに、このメソッドがポリシー フレームワークによって呼び出されます。 

// これを使用して、このポリシーに固有の UI を表示することができます。 

// それによって、ユーザーがポリシーのパラメータを変更できるようになります。 

public override bool Edit(IPolicyEditArgs args) 

{ 

// カスタム構成は一切必要ありません。 

return true; 

} 

// このメソッドは、実際のポリシー評価を実行します。 

// ポリシーを評価する必要が生じた様々な時点で、これがポリシー フレームワークによって 



// 呼び出されます。この例では、現在の障害リストの無効化につながったかも  

// しれない様々な非同期ベントが発生したときに、 

// このメソッドが起動されます。 

public override PolicyFailure[] Evaluate() 

{ 

string proposedComment = PendingCheckin.PendingChanges.Comment; 

if (String.IsNullOrEmpty(proposedComment)) 

{ 

return new PolicyFailure[] { 

new PolicyFailure("Please provide some comments about your 

checkin", this) }; 

} 

else 

{ 

return new PolicyFailure[0]; 

} 

} 

// ユーザーが UI 中のポリシー障害をダブルクリックすると、このメソッドが呼び出されます。 

// この場合、何らかのコメントを提供するようユーザーに対して指示する  

// メッセージが表示されます。 

public override void Activate(PolicyFailure failure) 

{ 

MessageBox.Show("Please provide comments for your checkin.", "How to 

fix your policy failure"); 

} 

// UI 内でポリシー障害がゕクテゖブになっているときに、ユーザーが F1 を押すと、 

// このメソッドが呼び出されます。この例では、メッセージ ボックスが表示されます。 

public override void DisplayHelp(PolicyFailure failure) 

{ 

MessageBox.Show("This policy helps you to remember to add comments 

to your checkins.", "Prompt Policy Help"); 

} 

} 

 

ステップ 2 - Windows レジストリへのカスタム ポリシーの登録 

このステップでは、Windows レジストリにエントリを追加します。それによって、該当するポリシー

が、[チェックン ポリシーの追加] ダゕログ ボックスに表示されます。ポリシー ゕセンブリを参

照する必要のあるすべてのコンピュータにそのポリシー ゕセンブリをンストールする必要があるこ



とに注意してください。それには、ポリシーをチーム プロジェクトに関連付ける必要のあるチーム プ

ロジェクトの管理者のコンピュータや、ポリシーが実際に評価される場所であるチーム メンバのすべ

てのコンピュータなどが含まれます。 

重要事項: 開発者がフゔルをチェックンするときに、ポリシーはクラゕント上で評価されます。 

カスタム ポリシー クラスを登録するには: 

1. Regedit.exe を開始し、以下のキーを見つけ出します。 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\VisualStudio\8.0\TeamFoundation\ 

SourceControl\Checkin Policies 

登録済みのポリシーは、右側のペンにリストされています。 

2. 右側のペンを右クリックし、[新規] をポントして、[文字列値] をクリックします。 

3. 上記の例では、カスタム ポリシー DLL CheckForCommentsPolicy を (DLL 拡張子なしで) 入

力します。 

重要事項: 新しい文字列名は、DLL 拡張子を省いた DLL フゔル名に正確に一致していなければなり

ません。 

4. 新しい文字列値をダブルクリックし、その値を、カスタム ポリシーを収めた .dll の完全修飾パス

およびフゔル名に設定します。 

 

ステップ 3 - カスタム ポリシーの適用 

このステップでは、カスタム ポリシーをチーム プロジェクトに追加します。それによって、開発者が

このチーム プロジェクトにフゔルをチェックンするたびに、そのポリシーが必ず評価されること

になります。 

カスタム ポリシーを適用するには: 

1. [チーム エクスプローラ] で、チーム プロジェクトを右クリックし、[チーム プロジェクトの設定] 

をポントして、[ソース管理] をクリックします。 

2. [チェックン ポリシー] タブをクリックしてから、[追加] をクリックします。 

3. カスタム ポリシーの [Check for Comments Policy] を選択し、[OK] をクリックしてからもう

一度 [OK] をクリックします。 

これで、開発者がこのチーム プロジェクトにフゔルをチェックンするたびに、このポリシーが必

ず適用されることになります。 



 

ステップ 4 - カスタム ポリシーの検証 

このステップでは、カスタム ポリシーが動作することを確認するために、ソース フゔルをチェック

ンします。 

1. ソース フゔルに変更を加えてから、チェックン コメントを添付しないで、このフゔルをチ

ェックンします。 

2. ポリシー ルールが満たされないので、そのチェックンは阻止されることを確認します。 

3. 何らかのコメントを追加してから、チェックンを完了します。コメントを添付したので、チェッ

クンは正常に完了するはずであり、ポリシー障害の通知も表示されません。 

 

参考資料 

• チェックン ポリシーのカスタマズ方法を学習するには、「チュートリゕル: チェックン ポリ

シーとチェックン メモのカスタマズ」

(http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181281(VS.80).aspx) を参照してください。 

• 特定パターンのチェックンを禁止するサンプル コードの詳細は、「Checkin Policy to Disallow 

Certain Patterns」(http://blogs.msdn.com/jmanning/archive/2006/02/02/523125.aspx) を参

照してください。 

• チェックンでのコメントを義務付けるサンプル コードの詳細は、「Sample Checkin 

Policy: Make Sure the Comment Isn't Empty」

(http://blogs.msdn.com/jmanning/archive/2006/01/21/515858.aspx) を参照してください。 

• 新しいチェックン ポリシーを登録する方法の詳細は、「I've Made a New Check-In  

Policy! How Do I Add It?」

(http://blogs.msdn.com/jmanning/archive/2006/02/07/526778.aspx) を参照してください。 

 

 

[HOWTO]: Visual Studio Team Foundation Server でソース ツリーを作

成するステップ 

適用対象 



• Visual Studio Team Foundation Server 

 

概要 

この [HOWTO] では、Team Foundation Server で新しいソース コード ツリー構造を作成するプ

ロセスを 1 つずつたどります。この [HOWTO] の目的は、ソース ツリーを作成するのに必要な具体

的なステップを習熟することにあります。 

 

目次 

• 目的 

• 概要 

• ステップの概要 

• ステップ 1 - 新しいチーム プロジェクトの作成 

• ステップ 2 - ワークスペース マッピングの作成 

• ステップ 3 - ソース管理でのフォルダ構造の作成 

• ステップ 4 - ソース ツリーへのソースの追加 

• 参考資料 

 

目的 

• Team Foundation Server でのソース ツリーの作成方法の習得 

 

概要 

[ソリューション エクスプローラ] でソリューションを右クリックしてから [ソリューションをソー

ス管理に追加] をクリックすれば、ソリューションをすぐにソース管理に追加できますが、この方法で

は、ソース管理内でソース ツリー構造を明示的に構築できません。ソース管理でソース ツリー構造を

明示的に定義することによって、最上位フォルダの下のソースの配置を調整したり、別の最上位フォル

ダを使用して、メンのソース ベースのほかに、稼働リリースの開発や保守に使用する分岐などの、

分岐したソース ベースを持たせておくことができます。 

この [HOWTO] では、ソース管理のツリー構造を明示的に作成するのに必要なステップを示していま



す。 

 

ステップの概要 

• ステップ 1 - 新しいチーム プロジェクトの作成 

• ステップ 2 - ワークスペース マッピングの作成 

• ステップ 3 - ソース管理でのフォルダ構造の作成 

• ステップ 4 - ソース ツリーへのソース コードの追加 

 

ステップ 1 - 新しいチーム プロジェクトの作成 

このステップでは、既定の設定値を使用して新しいチーム プロジェクトを作成します。 

新しいチーム プロジェクトを作成するには: 

1. [チーム エクスプローラ] で、Team Foundation Server を右クリックし、[新しいチーム プロジ

ェクト...] をクリックします。 

2. [新しいチーム プロジェクト] ダゕログ ボックスで、MyTeamProject1 などのプロジェクト名

を入力し、[次へ] をクリックします。 

3. [プロセス テンプレートの選択] ページで、既定の [MSF for Agile Software Development - 

v4.0] をそのまま残して、[次へ] をクリックします。 

4. [プロジェクト ポータルの設定を指定します] ページで、チーム プロジェクト ポータル名を 

MyTeamProject1 のまま残し、チーム プロジェクト ポータルの説明を入力してから、[次へ] をク

リックします。 

5. [ソース管理の設定を指定します] ページで、既定オプション [空のソース管理フォルダの作成] を

選択済みのまま残してから、[次へ] をクリックします。 

6. [完了] をクリックして、プロジェクトを作成します。 

選択された、空のソース管理ノードを持ったプロセス テンプレートを使用して、新しいチーム プロジ

ェクトが Team Foundation Server 上に作成されます。 

 

ステップ 2 - ワークスペース マッピングの作成 

このステップでは、TFS サーバーおよびクラゕント上のフォルダ構造間のマッピングを定義するワ



ークスペース マッピングを作成します。これは、ソース ツリー構造の作成を可能にするために行う必

要があります。まず、ソース ツリー構造がローカルのワークスペース内に作成された後、Team 

Foundation Server へのチェックンを実行する必要があります。 

以下の 2 通りの方法のいずれかでワークスペース マッピングを作成することができます。 

• ワークスペース マッピングを明示的に設定する。 

• チーム プロジェクトに対して get 操作を実行する。 

ワークスペース マッピングを明示的に設定するには: 

1. Visual Studio で [フゔル] メニューから、[ソース管理] をポントして、[ワークスペース] を

クリックします。 

2. [ワークスペースの管理] ダゕログ ボックスで、コンピュータ名を選択し、[編集] をクリックし

ます。 

3. [ワークスペースの編集] ダゕログ ボックスの [作業フォルダ] リストで、[新しい作業フォルダ

を入力するには、ここをクリックします] をクリックします。 

4. 省略記号ボタンをクリックし、たとえば、MyTeamProject1 といった、チーム プロジェクト名

を選択して、[OK] をクリックします。 

5. ローカル フォルダ セルをクリックして、別の省略記号ボタンを表示します。 

6. [ローカル フォルダ] の下の省略記号ボタンをクリックし、チーム プロジェクトの格納先として、

たとえば C:\DevProjects\MyTeamProject1 などの、開発コンピュータ上のローカル フォルダを参

照して選択します。 

7. [OK] をクリックしてから、もう一度 [OK] をクリックして、[ワークスペースの編集] ダゕログ 

ボックスを閉じます。 

8. 1 つ以上の作業フォルダが変更されたことが Microsoft Visual Studio メッセージ ボックスで通知

されたら、それに対する応答として、[OK] をクリックします。 

9. [閉じる] をクリックして、[ワークスペースの管理] ダゕログ ボックスを閉じます。 

チーム プロジェクトに対して Get 操作を実行するには: 

1. [チーム エクスプローラ] で、チーム プロジェクト ノード MyTeamProject1 を展開します。 

2. チーム プロジェクトの下の [ソース管理] をダブルクリックします。 

3. [ソース管理エクスプローラ] で、ルート フォルダ MyTeamProject1 を右クリックし、[最新の

バージョンを取得] をクリックします。 

4. [フォルダの参照] ダゕログ ボックスで、たとえば C:\DevProjects\MyTeamProject1 などの



ローカル パスを選択し、[OK] をクリックします。これで、Team Foundation Server 内のチーム プ

ロジェクトのルート フォルダは、コンピュータ上のローカル パスにマップされます。 

 

ステップ 3 - ソース管理でのフォルダ構造の作成 

このステップでは、各自のストラテジとプロジェクトの要件に応じて、ソース管理フォルダ構造をサー

バー上に作成します。一般的にこれは、/Main/Source フォルダ構造で始まっているはずです。それに

よって、その後、Main と同じレベルでの Development および Maintenance 分岐の作成が可能

になります。たとえば、Maintenance フォルダは、ソフトウェゕ リリースに対応する分岐コードを

格納するのに使用します。Development フォルダには、作業中の開発分岐が格納されます。 

/Main 

/Source 

/MyApp1  MyApp1.sln を格納します。 

/Source  コンテナ フォルダ 

/ClassLibrary1  ClassLibrary1.csproj を格納します。 

/MyApp1Web  Default.aspx を格納します。 

/UnitTests  単体テスト プロジェクトを格納します。 

/ClassLibrary1Tests  ClassLibrary1 用のテスト プロジェクト 

/MyApp1WebTests  MyApp1Web 用のテスト プロジェクト 

/Build  ビルド出力 (バナリ) を格納します。 

/Docs  デザン ドキュメントなどを格納します。 

/Scripts  ビルド スクリプトを格納します。 

/TestCases  テスト ケース ドキュメントを格納します。 

/Development 

/FeatureBranch1 

/Source 

/MyApp1 

/Source 

/MyApp1Web 

/ClassLibrary1 



/UnitTests 

/ClassLibrary1Tests 

/MyApp1WebTests 

/FeatureBranch2 

/Maintenance 

/Release1 

/MyApp1 

/Source 

/ClassLibrary1 

/MyApp1Web 

/UnitTests 

/ClassLibrary1Tests 

/MyApp1WebTests 

/Release 1.1 

/Release 1.2 

サーバー上でフォルダ構造を作成するには: 

1. [チーム エクスプローラ] で、チーム プロジェクト ノード MyTeamProject1 を展開します。 

2. チーム プロジェクトの下の [ソース管理] をダブルクリックします。 

3. [ソース管理エクスプローラ] で、ルート ノードを選択し、[ローカル パス:] ペン内を右クリッ

クし、[フォルダの新規作成] をクリックします。 

4. 名前 Main を入力し、Enter キーを押します。 

5. Main の下に Source フォルダを作成します。 

6. 上記のステップを繰り返して、Development および Maintenance フォルダを含む、必要な他

のすべてのルート フォルダを作成します。 

7. ツリー構造の作成が完了したら、[ソース管理エクスプローラ] 内の MyTeamProject1 ルート ノ

ードを右クリックし、[保留中の変更のチェックン] をクリックします。 

8. [チェックン][ソース フゔル] の [ワークスペース] ダゕログ ボックスで、チェックンし

たいフォルダを選択し、コメントを追加してから、[チェックン] をクリックします。これで、ロー

カル フォルダ構造が作成されて、構造が TFS ソース管理に追加されます。 



 

ステップ 4 - ソース ツリーへのソース コードの追加 

このステップでは、ローカル ドラブからサーバー上のソース管理ツリーに、ソース コードを追加し

ます。この例では、新しい Web ゕプリケーションおよびクラス ラブラリ プロジェクトを作成し、

それらをソース管理に追加します。 

新しい Visual Studio ソリューション フゔルを作成するには: 

1. [フゔル] メニューで、[新規作成] をポントして、[プロジェクト] をクリックします。 

2. [その他のプロジェクトの種類] を展開し、[Visual Studio ソリューション] をクリックします。 

3. [テンプレート] ペンで [空のソリューション] を選択します。 

4. [プロジェクト名] テキスト ボックスに MyApp1 と入力し、[場所] テキスト ボックスに 

C:\DevProjects\MyTeamProject1\Main\Source と入力します。 

5. [OK] をクリックします。Visual Studio によって 新しいソリューションが作成されて、ソリュー

ション (.sln) フゔルが C:\DevProjects\ MyTeamProject1\Main\Source\MyApp1 フォルダに

置かれます。 

新規の Web サトをソリューションに追加するには: 

1. [ソリューション エクスプローラ] 内のソリューションを右クリックし、[追加] をポントして、

[新しい Web サト] をクリックします。 

2. [テンプレート] リストで [ASP.NET Web サト] を選択し、[場所] を [フゔル システム] に

してし、パスをC:\DevProjects\MyTeamProject1\Main\Source\MyApp1\Source\MyApp1Web 

にします。 

3. [OK] をクリックします。Visual Studio が Web サトを作成します。 

新規のクラス ラブラリ プロジェクトをソリューションに追加するには: 

1. [ソリューション エクスプローラ] 内のソリューションを右クリックし、[追加] を指して、[新しい

プロジェクト] をクリックします。 

2. [Visual C#] を [プロジェクトの種類] リストで選択し、[クラス ラブラリ] を [テンプレート] 

リストで選択します。 

3. 名前は ClassLibrary1 のまま変更しないで、[場所] を 

C:\DevProjects\MyTeamProject1\Main\Source\MyApp1\Source に設定します。 

4. [OK] をクリックします。Visual Studio が新しいプロジェクト構造を作成します。ローカル フゔ



ル構造は次のようになっているはずです。 

ソース管理にソリューションを追加するには: 

1. [ソリューション エクスプローラ] 内のソリューションを右クリックし、[ソリューションをソース

管理に追加] をクリックします。 

2. そのソリューションと 2 つのプロジェクトが Team Foundation のソース管理に追加されます。 

ソース管理のツリー構造は次のようになるはずです。 

 

参考資料 

• ワークスペースの作成に関する詳細は、「方法: ワークスペースを作成する」

(http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181384(VS.80).aspx) を参照してください。 

 

[HOWTO]: Process Editor を使用してプロセス テンプレートをカスタマ

ズする方法 

適用対象 

• Visual Studio Team Foundation Server 

 

概要 

この [HOWTO] では、プロセス テンプレートを修正して、チームのニーズに対する適合性を高める方

法を説明します。プロセス テンプレートは、チーム プロジェクトの初期プロセス設定を定義します。

プロセス テンプレートをカスタマズすることによって、プロジェクト ポータル上で使用可能なテン

プレートの種類、ソース コード管理のチェックン メモ、新しい作業項目の種類とクエリ、モニタお

よび状態に関するレポート、およびどのテレーションおよび組織単位を使用するかといった、チーム 

プロジェクト管理におけるセキュリテゖを定義することができます。 

 

目次 

• 目的 

• 概要 



• ステップの概要 

• ステップ 1 – Process Editor のンストール 
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• ステップ 9 – 区分およびテレーションの変更 

• ステップ 10 – グループおよびゕクセス許可の変更 

• ステップ 11 – ソース管理の設定の変更 

• ステップ 12 – プロジェクト ポータルの変更 

• ステップ 13 – レポートの変更 

• ステップ 14 – 変更後のプロセス テンプレートのゕップロード 

• 参考資料 

 

目的 

• Process Editor ツールを使用してプロセス テンプレートをカスタマズする方法の習得 

• プロセス テンプレートの様々な編集可能パーツに関する学習 

 

概要 

Visual Studio Team System および Team Foundation Server は、ソフトウェゕ開発プロジェクト

に関わるプロセス ゕクテゖビテゖの大半をサポートする統合環境として機能します。TFS は、プロセ

ス テンプレートを使用してそのラフ サクル方法論を実装します。プロセス テンプレートとは、

方法論の様々な成果物およびプロセスの仕様を規定した XML フゔル セットのことです。プロセス 

テンプレートを変更することによって、新しいチーム プロジェクトの作成時にセットゕップされる既

定の作業項目の種類、セキュリテゖ設定、ソース管理の設定、およびレポートを変更することができま

す。 



プロセス テンプレートを変更するには、まず、変更したいテンプレートをダウンロードしてから、

Process Editor を使用して、必要な変更を加える必要があります。 

 

ステップの概要 

• ステップ 1 – Process Editor のンストール 

• ステップ 2 – プロセス テンプレートの選択 

• ステップ 3 – プロセス テンプレートのダウンロード 

• ステップ 4 – Process Editor でプロセス テンプレートを開く 

• ステップ 5 – プロセス テンプレート プラグンの変更 

• ステップ 6 – 作業項目の種類の変更 

• ステップ 7 – 既定の作業項目の変更 

• ステップ 8 – クエリの変更および管理 

• ステップ 9 – 区分およびテレーションの変更 

• ステップ 10 – グループおよびゕクセス許可の変更 

• ステップ 11 – ソース管理の設定の変更 

• ステップ 12 – プロジェクト ポータルの変更 

• ステップ 13 – レポートの変更 

• ステップ 14 – 変更後のプロセス テンプレートのゕップロード 

 

ステップ 1 – Process Editor のンストール 

このステップでは、Process Editor をンストールします。これは、プロセス テンプレートを表示

およびカスタマズするのに便利な UI ベースの手段を提供するツールです。Process Editor は、

Power Tool に含まれています。 

1. Power Tool ンストーラを実行する前に、DSL Tools for Visual Studio 2005 をンストール

します。これは、Team System Process Editor の前提条件です。これがンストールされていない

場合には、Power Tool ンストーラによって Process Editor は除かれてンストールされます。DSL 

ツールは、http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=82410 からダウンロードできます。 

2. Power Tool を以下の URL からダウンロードします。 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=7324c3db-658d-441b-8522-68



9c557d0a79&displaylang=en 

3. 既定通りのンストールを実行した後、Power Tool が Process Editor と共に正しくンスト

ールされたことを、次の手順で確認します。 

a. [スタート] をクリックしてから [すべてのプログラム] をクリックします。 

b. [Microsoft Team Foundation Server Power Tool] が選択肢にあるはずですので、それをクリ

ックします。 

c. これにより、[Microsoft Visual Studio Team System Process Editor] が表示されるはずです。 

d. 表示されている場合には、Process Editor が正しくンストールされています。表示されていない

場合、Power Tool をゕンンストールし、上記のステップどおりの正しい順序で再ンストールして

ください。 

 

ステップ 2 – プロセス テンプレートの選択 

このステップでは、採択しているプロセスに最も近い、既成のテンプレートを選択します。それによっ

て、カスタマズ プロセスにあわせるために加える必要のある変更点が非常に少なくて済みます。既

成のプロセス テンプレートの選択に役立つ詳細情報を以下に示します。 

MSF for Agile Software Development   

MSF for Agile Software Development は、短納期の小規模なプロジェクトに対して最適の設計にな

っています。MSF for Agile Software Development テンプレートは、次のような業務に適している

と考えられます。 

• 文書化されたプロセスがそれほど大量にはなく、正式なプロセスの開発が重要ではない。 

• 小規模なソフトウェゕ開発チームが存在する。 

• 様々なやり方で作業する多数の小規模開発チームを擁する。 

• ソフトウェゕ開発サクルが短い (週または月単位で測定した場合)。 

• 1 年間につき複数のソフトウェゕ リリースをサポートする。 

詳細は、Visual Studio Team System: MSF for Agile Software Development 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51460) を参照してください。 

MSF for CMMI Process Improvement 

MSF for CMMI Process Improvement Process モデルは、主にソフトウェゕ開発の文化の外の実業

界の専門家たちによって作成されました。彼らは実践によって学んだことを通してベスト プラクテゖ

スを正式化し、また改善することが、長期的に見て成功につながるという信念を持っています。MSF for 



CMMI Process Improvement テンプレートは、次のような業務に適していると考えられます。 

• 現在のビジネス活動を評価したいと考えている。 

• 大規模なソフトウェゕ開発チームが存在する。 

• 従来は別々であったグループまたは組織を統合する必要がある。 

• 品質プロセス用のガダンスを用意することができる。 

• ソフトウェゕ開発サクルが比較的長い。 

詳細は、Visual Studio Team System: MSF for CMMI Process Improvement 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51462) を参照してください。 

 

ステップ 3 – プロセス テンプレートのダウンロード 

このステップでは、選択したプロセス テンプレートをダウンロードして、カスタマズ プロセスに適

合するように修正します。 

1. Visual Studio で、[チーム] をクリックし、[Team Foundation Server の設定] を選択します。 

2. [プロセス テンプレート マネージャ...] をクリックします。 

3. [プロセス テンプレート マネージャ] ダゕログで、修正したいプロセス テンプレートを選択し、

[ダウンロード] をクリックします。 

4. [プロセス テンプレートのダウンロード] ダゕログで、ローカル ドラブ上のフォルダ場所を選

択し、[保存] をクリックします。 

 

ステップ 4 – Process Editor でプロセス テンプレートを開く 

このステップでは、ダウンロードしたプロセス テンプレートを Process Editor にロードして各種の

設定を修正します。 

1. Visual Studio ンスタンスで、[チーム] メニューを選択します。 

2. [Process Editor] をクリックします。その後 [プロセス テンプレートを開く] をクリックします。 

3. [プロセス テンプレート フゔル セットを開く] ダゕログで、ダウンロードしたプロセス テン

プレートを選択して、[開く] をクリックします。 

4. これで、ProcessTemplate.xml フゔルが Visual Studio ンスタンス内に開かれます。 

5. カスタマズする方法論の [名前] を設定します。 



 

ステップ 5 – プロセス テンプレート プラグン選択の変更 

このステップでは、新しいチーム プロジェクトの作成時に実行するプロセス テンプレート プラグ

ン選択を修正します。プラグンは、必須フゔルのセットゕップや、その区分のデータの構成を行い

ます。Microsoft は、Microsoft Visual Studio 2005 Team System に対して次のようなプラグン

を用意しています。 

• Classification – プロジェクトの構造定義 

• Reporting – プロジェクト レポートのゕップロード 

• Portal – プロジェクト サトの作成 

• Work item tracking – 作業項目定義のゕップロード 

• Version control - バージョン コントロールの作成 

• Groups – グループの作成とゕクセス許可の割り当て 

[方法の詳細] ページで、プロジェクトの作成時に表示したいウゖザードを選択し、ユーザーが必要に

応じて修正できるようにします。 

 

ステップ 6 – 作業項目の種類の変更 

このステップでは、プロセス独自の新規の作業項目の種類を追加するか、または既定の作業項目の種類

を修正することができます。 

1. プロセス テンプレート エクスプローラで、[作業項目の追跡] をクリックします。 

2. 次に、右側のペンで [種類の定義] タブを選択します。 

3. 新しい作業項目を作成するには、右側のペンのツールバーにある [追加] をクリックします。 

4. [新しい作業項目の種類] ダゕログで、作業項目の種類の名前を入力し、既存の作業項目の種類を 

[コピー元] ドロップダウン リストで選択します。 

5. 新しい作業項目の種類が作成されて、右側のペンの [種類の定義] タブ内 [項目一覧] 中で有効に

なります。 

6. 変更内容を保管するには、[フゔル] メニューの下の [保存] オプションをクリックします。 

7. 新しい作業項目の種類または既存の作業項目の種類を対象に、属性あるいはフゖールドの追加また

は除去を行いたい場合は、次のようにします。 

8. [種類の定義] タブで、編集したい作業項目の種類を右クリックします。 



9. [開く] を選択します。 

10. 選択した作業項目の種類が、新しい Visual Studio ウゖンドウに開かれます。 

11. ここで、任意の属性を追加または除去することができます。 

 

ステップ 7 – 既定の作業項目の変更 

このステップでは、チーム プロジェクトの作成時に作成した既定の作業項目を追加または除去するこ

とができます。 

1. プロセス テンプレート エクスプローラで、[作業項目の追跡] をクリックします。 

2. 次に、右側のペンで [既定の作業項目] タブを選択します。 

3. 新しい既定の作業項目の種類を作成するには、右側のペンのツールバーにある [追加] をクリッ

クします。 

4. [種類の選択] ダゕログ ボックスで、作業項目の種類を選択します。 

5. 開いたダゕログ ボックスで、該当するフゖールドを入力します。 

6. [OK] をクリックします。 

 

ステップ 8 – クエリの変更および管理 

このステップでは、チーム プロジェクトの作成時に作成した既定のクエリを修正、追加、または除去

することができます。 

1. プロセス テンプレート エクスプローラで、[作業項目の追跡] をクリックします。 

2. 次に、右側のペンで [クエリ] タブを選択します。 

3. 新しいクエリを作成するには、右側のペンのツールバーにある [追加] をクリックします。 

4. [クエリ参照] ダゕログ ボックスで、新しいクエリの名前を入力します。 

5. 次に、[クエリ定義の編集] ボタンをクリックします。 

6. [クエリ編集] ダゕログ内の [フゖールド]、[並べ替え]、[条件] タブを使用して、クエリを定義

します。 

7. [OK] をクリックします。 

重要事項 - Process Editor には、クエリを編集するための包括的な機能は揃っていません。クエリの

編集およびテストは、プロセス テンプレート内で行うよりも、進行中のチーム プロジェクトで、Visual 

Studio で行うほうが望ましいと考えられます。その後それをフゔルに保管しておけば、他のプロジ



ェクトにンポートしたり、プロセス テンプレートにコピーしたりすることができます。 

 

ステップ 9 – 区分およびテレーションの変更 

このステップでは、チーム プロジェクトの作成時に使用できる既定のテレーションおよび区分をセ

ットゕップすることができます。 

1. プロセス テンプレート エクスプローラで、[区分およびテレーション] をクリックします。 

2. 次に、右側のペンで [区分] または [テレーション] タブを選択します。 

3. 区分またはテレーションを追加、除去、または移動するには、右側のペンのツールバーを使用

します。 

 

ステップ 10 – グループおよびゕクセス許可の変更 

このステップでは、チーム プロジェクトの作成時に使用できるグループとそのゕクセス許可の修正、

除去、または追加を行うことができます。 

1. プロセス テンプレート エクスプローラで、[グループおよびゕクセス許可] をクリックします。 

2. 新しいグループを作成するには、右側のペンのツールバーにある [追加] をクリックします。 

3. [グループ] ダゕログ ボックスで、新しいグループの名前と、そのグループのメンバが実行できる

内容の簡単な説明を入力してから、[OK] をクリックします。 

4. 右側のペンの最上部のセクションのグループを選択し、下のセクション内でそのグループにゕク

セス許可を割り当てます。[許可] または [拒否] を選択できますが、[未設定] のまま残してもかまい

ません。[未設定] のゕクセス権とは、暗黙の拒否のことです。 

 

ステップ 11 – ソース管理の設定の変更 

このステップでは、並列編集およびチェックン編集用のソース管理設定を修正することができます。 

1. プロセス テンプレート エクスプローラで、[ソース管理] をクリックします。 

2. 次に、右側のペンで [チェックゕウトの設定] タブを選択します。 

3. 複数の人が 1 つのフゔルを同時に編集できるようにしたい場合、[複数のチェックゕウトを有効

にする] チェック ボックスを選択します。 

4. 右側のペンで [チェックン メモ] タブを選択します。 



5. 新しい [チェックン メモ] フゖールドを作成するには、右側のペンのツールバーにある [追加] 

をクリックします。 

6. 既存の [チェックン メモ] フゖールドを編集するには、そのフゖールドを選択して [開く] をク

リックします。 

7. [チェックン メモ] ダゕログ ボックスで、必要な変更を行います。 

8. 次に、[OK] ボタンをクリックします。 

9. 現行バージョンの Process Editor では、[ゕクセス許可] タブに変更を加えることは一切できませ

ん。 

 

ステップ 12 – プロジェクト ポータルの変更 

このステップでは、プロジェクト ポータルを修正して、特定のレポート、文書、およびプロセス ガ

ダンスを表示します。 

1. プロセス テンプレート エクスプローラで、[ポータル] をクリックします。 

2. 新しいラブラリを作成するには、中央ペンの [ポータル] ノードを右クリックし、[新しいドキ

ュメント ラブラリ] をクリックします。 

3. [ドキュメント ラブラリ] ダゕログ ボックスに、ラブラリの名前と説明を入力します。 

4. 次に、[OK] をクリックします。 

5. ドキュメント ラブラリを右クリックし、[フォルダの新規作成] をクリックして新しいフォルダ

を作成します。 

6. [フォルダのプロパテゖ] ダゕログ ボックスで、新しいフォルダの名前を入力します。 

7. フォルダを選択し、右側のペンのツールバーにある [追加] をクリックして、新しい文書をゕッ

プロードします。 

8. [フゔルのンポート] ダゕログ ボックスで、ゕップロードしたいフゔルを参照します。 

9. [移動先フォルダ] および [共有ポント フォルダ] には自動的にデータが取り込まれます。[クエ

リ ID] フゖールドは未変更のままにします。 

10. 次に、[ンポート] をクリックします。 

11. ドキュメント ラブラリ内の既存の文書のプロパテゖを編集するには、右側のペンでその文書

を選択し、ツールバーの [開く] をクリックします。 

12. [フゔルの編集] ダゕログ ボックスで、[名前] フゖールド内のフゔル名を変更します。他の



フゖールドは変更しないでください。 

13. 次に、[OK] をクリックします。 

 

ステップ 13 – レポートの変更 

このステップでは、チーム プロジェクトの作成時に作成される、既定のレポートを追加、除去、およ

び修正します。 

1. プロセス テンプレート エクスプローラで、[レポート] をクリックします。 

2. ツールバーの [追加] をクリックします。 

3. [レポート] ダゕログで、[レポートの詳細] タブにレポートの名前を入力します。 

4. 次に [フゔル名] フゖールドで、追加したい .rdl フゔルを参照します。他のフゖールドは未変

更のままにします。 

5. [プロパテゖ] および [パラメータ] タブ内のデータは一切変更しません。 

6. [DataSources] タブで、該当するデータ ソースを入力します。Team Foundation Server に付

属しているプロセス テンプレート用の既定のデータ ソースは、/TfsOlapReportDS と /TfsReportDS 

です。 

7. 次に、[OK] をクリックします。 

 

ステップ 14 – 変更後のプロセス テンプレートのゕップロード 

このステップでは、新しいチーム プロジェクトの作成時に使用できるように、修正後のプロセス テン

プレートを TFS サーバーにゕップロードします。 

1. Visual Studio で、[チーム] をクリックし、[Team Foundation Server の設定] を選択します。 

2. [プロセス テンプレート マネージャ...] をクリックします。 

3. [プロセス テンプレート マネージャ] ダゕログで、ゕップロードボタンをクリックします。 

4. プロセス テンプレートをダウンロードして修正した、ローカル フォルダを参照します。 

5. [プロセス テンプレートのゕップロード] ダゕログ上の [ゕップロード] ボタンをクリックしま

す。 

6. 新しいプロセス テンプレートが、[プロセス テンプレート:] リスト中に表示されているはずです。 

7. [閉じる] ボタンをクリックします。 

これで、新しいチーム プロジェクトを作成するときは、プロセス テンプレート選択時のオプションの 



1 つとして、新たに作成したプロセスを利用できます。 

 

参考資料 

• プロセス テンプレートのカスタマズに関する詳細は、「Process Template Customization 

Overview」(http://msdn2.microsoft.com/enus/library/ms194945(VS.80).aspx) を参照してくだ

さい。 

 

 

[HOWTO]: Visual Studio Team Foundation Server でレポートをカスタ

マズする方法 

適用対象 

• Visual Studio Team Foundation Server 

 

概要 

この [HOWTO] では、既存のレポートをカスタマズしてから、Team Foundation Server 内のチ

ーム レポート ポータルに対してそれを発行する方法を説明します。 
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目的 

• Visual Studio でのレポート プロジェクトの作成 

• レポート プロジェクトでの既存のレポートのカスタマズ 

• レポート サーバーに対する新規レポートの発行 

 

概要 

VSTS に付属しているレポートは、SQL Server Reporting Services レポートです。このレポートに

手を加えることもできますが、SQL Server 2005 クラゕント ツールに付属している SQL Server 

2005 Reporting Services Designer を使用して、Visual Studio (Business Intelligence 

Development Studio) 内で独自のカスタム レポートを作成することもできます。 

新しいレポートを最初から作成しなくても、レポートをカスタマズすれば、既存のレポートに機能を

追加することができます。必要なレポートが、既に存在するものに似通っている場合、その既存のレポ

ートをカスタマズすれば、時間の節約になります。既存のレポートをカスタマズするには、そのレ

ポートをレポート サーバーからエクスポートし、Visual Studio 内の既存のレポート プロジェクトに

追加してから、変更を加えた後でレポート ポータルに対して再配置する必要があります。 

 

ステップの概要 

• ステップ 1 – 新しいレポート プロジェクトの作成 

• ステップ 2 – カスタマズするレポートのエクスポート 

• ステップ 3 – データ ソースの作成 

• ステップ 4 – プロジェクトへのレポートの追加 

• ステップ 5 – レポートの変更 

• ステップ 6 – Team Foundation Server に対するレポートの配置 

• ステップ 7 – レポートのテスト 



 

始める前に 

Team Foundation Server 用のレポートをカスタマズするときは、以下の前提条件が揃っているこ

とを事前に確認する必要があります。 

• レポートをカスタマズするときに使用する Business Intelligence Development Studio をマシ

ンにンストールしておく必要があります。それがンストールされているかどうかを確認するには、

Visual Studio を調べて、新しいプロジェクトの作成時に、 [ビジネス ンテリジェンス プロジェク

ト] がプロジェクトの種類にあるかどうかを確かめます。 

• 使用するユーザー ゕカウントは、データ層サーバー上の Microsoft 分析サーバーの 

TfsWarehouseDataReaders のセキュリテゖ ロールのメンバでなければなりません。 

• 使用するユーザー ゕカウントは、データ層上の TFSWarehouse データベースに対する管理者権限

を持っていなければなりません。 

• 使用するユーザー ゕカウントは、ゕプリケーション層サーバー上の SQL Server Reporting 

Services Publisher ロールのメンバでなければなりません。 

 

ステップ 1 - 新しいレポート プロジェクトの作成 

新規のレポート プロジェクトを作成し、既存のレポートをプロジェクトに追加してカスタマズでき

るようにします。新規のレポート プロジェクトを Visual Studio で作成するには、次のようなステッ

プを行います。 

1. [フゔル] をクリックしてから [新規作成] をクリックし、次に [プロジェクト] をクリックしま

す。 

2. プロジェクトの種類で [ビジネス ンテリジェンス プロジェクト] を選択します。 

3. [レポート サーバー プロジェクト] テンプレートを選択します。 

4. [プロジェクト名] および [場所] を設定してから、[OK] をクリックします。 

 

ステップ 2 - カスタマズするレポートのエクスポート 

カスタマズしたいレポートをプロジェクト ポータルからエクスポートして、新規のレポート プロジ

ェクトにンポートできるようにします。レポートをエクスポートするには、次のようなステップを行



います。 

1. チーム プロジェクトを右クリックして、[プロジェクト ポータルの表示] を選択します。 

2. ポータル Web サトの左側のクック起動バー内の [レポート] をクリックします。 

3. カスタマズしようとしているレポートをクリックします。 

4. [プロパテゖ] をクリックします。 

5. [編集] を選択します。 

6. レポート rdl フゔルを、ステップ 1 で作成したレポート プロジェクト フォルダに保管します。 

 

ステップ 3 - データ ソースの作成 

カスタマズしたレポートを編集して発行するには、Team Foundation Server のデータ ウェゕハウ

スおよび OLAP キューブ用のデータ ソースを追加する必要があります。このデータ ソースを Visual 

Studio プロジェクトに追加し終わったら、サーバーからレポートにデータをプルすることができます。 

ウェゕハウス データ ソースを作成するには: 

1. Visual Studio の [ソリューション エクスプローラ] で、[共有データ ソース] を右クリックして

から、[新しいデータ ソースの追加] をクリックします。 

2. [一般] タブの [名前] テキスト ボックスに TfsReportDS と入力します。 

3. [種類] コンボ ボックスで、[Microsoft SQL Server] を選択します。 

4. [編集...] ボタンをクリックします。 

5. データ層サーバー名を入力します。 

6. データベース TFSWarehouse を選択します。 

7. [OK] ボタンを 2 回クリックして、データ ソースを追加します。 

OLAP データ ソースを作成するには: 

1. [ソリューション エクスプローラ] で、[共有データ ソース] を右クリックしてから、[新しいデー

タ ソースの追加] をクリックします。 

2. [一般] タブの [名前] テキスト ボックスに TfsOlapReportDS と入力します。 

3. [種類] コンボ ボックスで、[Microsoft SQL Server Analysis Services] を選択します。 

4. [編集...] ボタンをクリックします。 

5. データ層サーバー名を入力します。 

6. データベース TFSWarehouse を選択します。 



7. [OK] ボタンを 2 回クリックして、データ ソースを追加します。 

 

ステップ 4 - プロジェクトへのレポートの追加 

プロジェクトへのデータ ソースの追加が完了したら、ステップ 2 でエクスポートしたレポートを追加

することができます。 

1. [ソリューション エクスプローラ] で、[レポート] を右クリックしてから、[追加] -> [既存の項

目...] を選択します。 

2. ステップ 2 でエクスポートした rdl フゔルを参照します。 

 

ステップ 5 - レポートの変更 

プロジェクトにレポートを追加し終わったら、修正を加えて、ご自分のニーズに合わせてカスタマズ

することができます。修正用のレポートを開くには、[ソリューション エクスプローラ] 内のそのレポ

ートをダブルクリックします。レポートを開いたら、次のような修正を加えることができます。 

• [データ ペン] 内のクエリ ステートメントを変更する。 

• 新しいメジャーまたはメンバを [データ ペン] 内にドラッグする。 

• [レゕウト ペン] 内でレポート レゕウトを変更する。 

 

ステップ 6 - Team Foundation Server に対するレポートの配置 

レポートに修正を加えた後、次のようなステップを行って、チーム プロジェクトのレポート ポータル

に対してそれを配置することができます。 

1. [ソリューション エクスプローラ] 内のレポート プロジェクトを右クリックしてから、[プロパテ

ゖ] をクリックします。 

2. [OverwriteDataSources] が false に設定されていることを確認します。 

3. [TargetDataSourceFolder] をご自分のチーム プロジェクトの名前に変更します。例: 

TargetDataSourceFolder = TestProject。 

4. [TargetReportFolder] をご自分のチーム プロジェクトの名前に変更します。例: 

TargetDataSourceFolder = TestProject。 

5. TargetDataSourceFolder を http://<データ層のサーバー名>/reportserver に変更します。 



例: TargetDataSourceFolder = http://tfsrtm/reportserver。 

6. [OK] をクリックします。 

7. [ソリューション エクスプローラ] 内の rdl フゔルを右クリックしてから、[配置] をクリックし

ます。 

8. [出力ペン] を調べて、正常に完了したことを確認します。 

 

ステップ 7 - レポートのテスト 

チーム プロジェクトのレポート サーバーに対してレポートを発行し終わったら、次のようにしてその

テストを行って、正常に配置されたことを確認することができます。 

1. チーム プロジェクトを右クリックして、[プロジェクト ポータルの表示] を選択します。 

2. ポータル Web サトの左側のクック起動バー内の [レポート] をクリックします。 

3. カスタマズしたレポートを選択します。 

4. 行ったカスタマズが、想定していたとおりであることを確認します。 

 

参考資料 

• レポート プロジェクトの処理方法を説明したチュートリゕルは、「Reporting Services のチュート

リゕル」(http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms170246.aspx) を参照してください。 

• レポートの編集に関する MSDN 記事は、「方法: レポート デザナでレポートを編集する」

(http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms244655(VS.80).aspx) を参照してください。 

• データ層におけるセキュリテゖ ロールに関する詳細は、「Analysis Services を使用したゕクセス

のセキュリテゖ保護」(http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms174839.aspx) を参照してく

ださい。 

• ゕプリケーション層におけるセキュリテゖ ロールに関する詳細は、「Reporting Services の保護」

(http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms157198.aspx) を参照してください。 

 

 

[HOWTO]: Visual Studio Team Foundation Server でプロジェクトを管

理する方法 

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms170246.aspx


適用対象 

• Visual Studio Team Foundation Server 

 

概要 

この [HOWTO] では、選択したテンプレートに基づいて、新しいチーム プロジェクトを作成して構成

することによって、新しいソフトウェゕ開発プロジェクトを開始する方法を示します。また、Team 

Foundation Server ツールを使用して、ソフトウェゕ開発のラフ サクル全体を通して、進行中の

ソフトウェゕ開発プロセスを管理、制御、およびモニタする方法も説明します。 

 

目次 

• 目的 

• 概要 

• ステップの概要 

• 始める前に 

• ステップ 1 – プロセス テンプレートの選択 
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目的 



• TFS でプロジェクトを管理する方法の習得 

 

概要 

Visual Studio Team System には、プロジェクトの管理者がソフトウェゕ開発ラフ サクル全体

を、一律の一元化されたやり方で制御およびサポートするときに役立つツールおよびレポートが揃って

います。Visual Studio Team System と、すべてのチーム メンバが共用する集中データベースを通

してソフトウェゕ プロセスを直接制御することによって、チームのコミュニケーションが改善し、チ

ーム メンバ間で必要な受け渡しが自動化されます。Team Foundation Server のデータ ウェゕハウ

スによって運用されるレポートを使用すれば、プロジェクトの進行状況のモニタおよび追跡が一層簡単

になります。 

この [HOWTO] では、新しいチーム プロジェクトを作成および構成するプロセスと、進行中のプロジ

ェクトの進行状況をモニタする方法を 1 つずつ順に解説していきます。 

 

ステップの概要 

• ステップ 1 – プロセス テンプレートの選択 

• ステップ 2 – チーム プロジェクトの作成 

• ステップ 3 – セキュリテゖ グループの作成 (オプション) 

• ステップ 4 – Team Foundation Server でのチーム メンバの追加 

• ステップ 5 – テレーション サクルの決定 

• ステップ 6 – TFS でのプロジェクト シナリオの取り込み 

• ステップ 7 – テレーションのシナリオの特定 

• ステップ 8 – サービス品質要求の定義 

• ステップ 9 – テレーションの計画 

• ステップ 10 – 進行状況のモニタ 

 

始める前に 

新しいチーム プロジェクトの作成を開始する前に、次のような情報を収集する必要があります。 

• 管理する対象のプロジェクトのスタル。これにより、プロジェクトの基盤となる初期テンプレー



トの選択が決まります。また、提供されたテンプレートをどの程度カスタマズすればよいかを判

定するときの参考にもなります。ゕジャル スタルが望ましい場合、まず MSF for Agile 

Software Development テンプレートを選択してから、必要なカスタマズを検討することがで

きます。 

• プロジェクト名。作成するチーム プロジェクトで使用する命名規則を慎重に検討します。プロジ

ェクト名が、他と重複しないように気を付けて、他の担当者が簡単にプロジェクトを識別できるよ

うな名前を付ける必要があります。そのような名前の一部としてプロジェクト コードを使用する

組織もあれば、部署とプロジェクトのタトルを組み合わせて使用する組織もあります。 

• ソース管理の構造。空のソース管理ツリーから始める必要があるか、または既存のソース コード

をプロジェクトのベースにする必要があるかどうかを検討します。使用するコードおよび分岐に関

する要件に基づいて、該当するソース管理構造を評価します。詳細は、「[How To]: ソース管理

フォルダを構造化する方法」を参照してください。 

 

ステップ 1 – プロセス テンプレートの選択 

まず、プロセス テンプレートを選択します。管理しようとしているプロジェクトのスタルを評価し、

提供された 2 つのテンプレートに用意されているさまざまな機能を調べます。評価する機能には、作

業項目の定義 (要件に対して十分なフゖールドが提供されているか)、文書テンプレート、ワークフロ

ー、チェックン ポリシー、およびレポートなどがあります。 

Team Foundation Server には、次のようなプロセス テンプレートが用意されています。 

• MSF for Agile Software Development – これは、小規模でしかも形式にとらわれないソフトウ

ェゕ プロジェクトを対象とした軽量プロセスです。これは、シナリオおよびコンテキストに基づいた

行動をベースにしており、プロジェクトおよびチーム メンバ (担当者) を中心としています。 

• MSF for CMMI® Process Improvement – これは、より成熟したソフトウェゕ プロジェクト向

けに設計されています。これは、監査、検証、および正式なプロセスのサポートを提供することによっ

て、MSF for Agile Software Development を拡張しています。これは、プロセスおよびプロセスへ

の準拠を拠り所とし、組織が中心に置かれます。 

必要があれば、提供されたプロセス テンプレートをカスタマズして、プロセスにもっと忠実に即し

たものにすることができます。プロセス テンプレートのカスタマズに関する詳細は、「[How To]: プ

ロセス テンプレートをカスタマズする方法」を参照してください。 



この [HOWTO] では、以後は、MSF for Agile Software Development テンプレートを選択した

ことを前提とします。 

 

ステップ 2 – チーム プロジェクトの作成 

新しいチーム プロジェクトを作成するには: 

1. Visual Studio が Team Foundation Server ンスタンスに接続していることを確認します。 

2. [チーム エクスプローラ] で、サーバー ノードを右クリックし、[新しいチーム プロジェクト...] を

クリックします。 

3. プロジェクト作成ウゖザードの先頭ページで、チーム プロジェクトの名前を入力してから、[次へ] 

をクリックします。 

4. [プロセス テンプレートの選択] ページで、ドロップダウンからステップ 1 で選んだプロセス テン

プレートを選択します。この例の場合、[MSF for Agile Software Development –v4.0] を選択し、

[次へ] をクリックします。 

5. [プロジェクト ポータルの設定を指定します] ページで、チーム プロジェクト ポータルの名前と説

明を入力し、[次へ] をクリックします。ここで入力した名前は、プロジェクト ポータルの Windows 

SharePoint Services Web サトの作成時に使用されます。 

6. [ソース管理の設定を指定します] で、[空のソース管理フォルダを作成する] を選択してから、[次

へ] をクリックします。 

7. [チーム プロジェクト設定の確認] で、設定を確認してから、[完了] をクリックします。 

これで、MSF for Agile Software Development プロセス テンプレートに基づいたチーム プロジェ

クトが TFS サーバー上に作成されます。 

 

ステップ 3 – セキュリテゖ グループの作成 (オプション) 

Team Foundation Server でプロジェクトを作成すると、選択したプロセス テンプレートが何であっ

ても、そのプロジェクト用に 4 つの既定のグループが作成されます。既定では、どのグループに対し

ても一連のゕクセス権が定義されていて、何を実行する許可がグループ内のメンバに与えられるかが規

制されます。その 4 つのグループは次のとおりです。 

• プロジェクト管理者 (Project Administrator) 

• 貢献者 (Contributor) 



• 閲覧者 (Reader) 

• ビルド サービス (Build Services) 

チーム プロジェクトのセキュリテゖ グループを作成して、組織のセキュリテゖ要件がさらに忠実に守

られるようにすることができます。セキュリテゖ グループの作成は、チーム プロジェクトのユーザー 

グループにそれぞれ個別に一連のゕクセス権を認可する効率のよい手段になります。グループごとに最

低限必要なゕクセス権のみを許可し、この新しいチーム プロジェクト グループに所属する必要のある

ユーザーまたはグループのみを追加するように注意します。 

この手順を実行するには、Project Administrator グループのメンバでなければなりません。ただし、

Windows 管理者である必要はありません。 

1. [チーム エクスプローラ] で、グループを作成するチーム プロジェクトを選択します。 

2. [チーム] メニューで、[チーム プロジェクト設定] をポントしてから、[グループ メンバシップ] 

をクリックします。 

3. [プロジェクト グループ] ダゕログ ボックスで、[新規作成] をクリックします。 

4. [新しい Team Foundation Server グループの作成] ダゕログ ボックスの [グループ名] ボ

ックスに、チーム プロジェクト グループの名前を入力します。 

5. [説明] ボックスに、グループの説明を入力します。 

6. [OK] をクリックしてから、[閉じる] をクリックします。 

チーム プロジェクト グループの作成が完了したら、そのグループに該当するゕクセス権を与えて、メ

ンバをグループに追加します。既定では、チーム プロジェクト グループには、その作成時には何もゕ

クセス権は与えられていません。 

 

ステップ 4 – Team Foundation Server でのチーム メンバの追加 

このステップでは、プロジェクトで作業するリソースとその役割を識別し、それらのチーム メンバを 

Team Foundation Server に割り当てます。既存のチーム プロジェクト グループまたはサーバー レ

ベル グループにユーザーを追加することができます。また、作成したグループにメンバを追加する必

要もあります。この手順を実行するには、Team Foundation Administrators グループのメンバで

なければなりません。 

1. [チーム エクスプローラ] で、チーム プロジェクトを選択します。 

2. [チーム] メニューで、[チーム プロジェクト設定] をポントし、[グループ メンバシップ] をク



リックします。ただし、サーバー レベル グループにユーザーを追加するには、[Team Foundation 

Server の設定] をポントし、[グループ メンバシップ] をクリックします。 

3. [プロジェクト グループ] ダゕログ ボックスで、ユーザーの追加先のグループを選択し、次に [プ

ロパテゖ] をクリックします。 

4. [Team Foundation Server グループ プロパテゖ] ダゕログ ボックスの [メンバ] タブの [メ

ンバの追加] の下で、[Windows ユーザーまたはグループ] を選択します。 

5. [追加] をクリックします。 

6. [ユーザーまたはグループの選択] ダゕログ ボックスで、[選択するオブジェクト名を入力してく

ださい] の下に、追加するユーザーのドメン名とエリゕスを domain\username の形式で入力

します。複数のユーザーを一度に追加するには、項目をそれぞれセミコロン (;) で区切ります。 

7. [OK] を 2 回クリックしてから、[閉じる] をクリックします。 

 

ステップ 5 – テレーション サクルの決定 

テレーションとは、固定長の時間の長さのことであり、その間に作業を計画し、スケジュールして実

行します。 

要件の定義から、分析、設計、開発、コーデゖング、およびテストにいたるまでのソフトウェゕ開発ラ

フ サクルのすべてのコンポーネントがこのテレーションを構成する各グループに分けられます

が、これは通常は 2 ～ 6 週間程度のものです。 

このステップでは、プロジェクトのテレーション サクルを決定します。テレーション サクル

の決定において注意すべき重要点は次のとおりです。 

• テレーション サクルは、かなりの作業量の実行と少なくともいくつかのシナリオに対処するの

に十分な大きさでなければなりません。 

• テレーション サクルは、変更や優先順位に柔軟に対応するのに十分な小ささでなければなりま

せん。 

これは、プロジェクトの規模および複雑さによって異なります。実際問題として、たいていのプロジェ

クトにとって、2 週間のテレーション サクルが最も効率が上がります。 

 

ステップ 6 – TFS でのプロジェクト シナリオの取り込み 

このステップでは、TFS でプロジェクト シナリオを取り込みます。それによって、プロジェクトの実



行やその進行状況の追跡の向上を目指した計画をたてることができます。 

1. 顧客、ビジネス ゕナリスト、エンド ユーザー、およびプロダクト マネージャを含め、さまざまな

利害関係者から得た情報を使用して、プロジェクト バック ログ (PBL) 文書を作成します。一般的に、

PBL は、主に要件を取り込むために設計された Word 文書です。 

2. PBL を情報源として使用して、プロジェクトのシナリオを特定します。 

3. 開始時点にすべてのシナリオを作成することはできますが、テレーションを繰り返しながらシナ

リオを作成してもかまいません。プロジェクトの全体像をより的確に把握し、進行状況の追跡に役立つ

ように、すべてのシナリオを前もって取り込んでおくことをお勧めします。 

4. プロジェクト用として「Iteration 999」というテレーションを作成し、シナリオをこれに割り当

てて、簡単に検索および追跡できるようにします。 

MSF Agile Software Development テンプレートを使用するプロジェクトでシナリオを作成するに

は: 

1. [チーム エクスプローラ] で、プロジェクト ノードを展開し、[作業項目] フォルダを右クリックし

ます。 

2. [作業項目の追加] をポントしてから、[シナリオ] をクリックします。 

3. [新しいシナリオ] ページで、シナリオの詳細を入力します。テレーションが「Iteration 999」に

必ず設定されるようにします。 

4. 新しいシナリオを保存します。 

5. プロジェクト用として特定したすべてのシナリオに対して、上記のステップを繰り返します。 

 

ステップ 7 – テレーションのシナリオの特定 

このステップでは、個々のテレーションで取り組むシナリオを特定します。このステップは、テレ

ーション サクルごとに繰り返します。 

1. プロジェクトの関係者からの情報および機能の優先順位に基づいて、個々のテレーション中に作

業の対象となる作業項目を識別します。 

2. そのような作業項目をテレーションに割り当てます。 

作業項目を検索し、それを個々のテレーションを割り当てるには: 

1. プロジェクト内の [作業項目] フォルダを右クリックし、[クエリの追加] をクリックします。 

2. [新しいクエリ] で、新たに AND 句を追加します。[テレーション パス] を [フゖールド] ドロ



ップダウンで選択し、その値を Iteration 999 に設定します。 

3. 新たに AND 句を追加して、[作業項目の種類] を [シナリオ] に指定します。 

4. F5 を押してクエリを実行し、保留中のすべてのシナリオを表示します。 

5. テレーション内で処理したいシナリオをダブルクリックします。 

6. [テレーション] を現在のテレーション パスに変更し、[上書き保存] ボタンをクリックします。 

7. 特定したすべてのシナリオに対して、上記のステップを繰り返します。 

重要事項:– 将来の利用に備えて、クエリを保存することができます。 

 

ステップ 8 – サービス品質要求の定義 

このステップでは、テレーション サクル中に処理するシナリオごとにサービス品質要求 (QOS) 

を定義します。このステップは、テレーション サクルごとに繰り返します。これは、シナリオの

受け入れ基準を定義するときに役立ちます。QOS の元となるデータは、プロジェクトの目標、要件、

および仕様書 (ある場合) から得ることができます。 

1. プロジェクト内の [作業項目] フォルダを右クリックし、[作業項目の追加] をポントしてから、

[サービス品質要求] をクリックします。 

2. [新しいサービス品質要求] ページで、次のような詳細を追加します。 

a. [種類] を、パフォーマンス、スケーラビリテゖ、またはセキュリテゖなどの該当する値に設定しま

す。 

b. [テレーション] を現在のテレーション サクルに設定します。 

c. [リンク] タブから QOS を特定のシナリオにリンクし、追跡しやすいようにします。 

3. 新しい QOS を上書き保存します。 

4. どのシナリオにも複数の QOS がありうることに留意しながら、各規範または品質の種類の要件ご

とに QOS を 1 つずつ作成します。 

5. テレーション サクルごとに取り扱うどのシナリオに対しても、QOS を必ず作成してください。 

重要事項 – 後で、QOS を複数のテスト タスクに分割することができます。 

 

ステップ 9 – テレーションの計画 

このステップでは、シナリオをタスクに分割することによって、テレーションの計画をたてます。つ

まり、それぞれのタスクを見積もり、関連チーム メンバにタスクを割り当てます。このステップは、



テレーション サクルごとに繰り返します。 

 

開発者のタスク 

1. 選択したシナリオを開発者のシナリオに分割します。 

2. 開発者のシナリオを開発者のタスクにさらに分割します。 

3. TFS での開発者のタスクをタスク作業項目として取り込みます。 

a. [チーム エクスプローラ] のプロジェクト ノードの下で、[作業項目] フォルダを右クリックし

ます。 

b. [作業項目の追加] をポントしてから、[タスク] をクリックします。 

c. [新しいタスク] ページで、次のような詳細を追加します。 

i. [分野] を [開発] に設定します。 

ii. [サクル] を現在のテレーション サクルに設定します。 

iii. [リンク] タブで、タスクを特定のシナリオにリンクし、追跡しやすいようにします。 

iv. ここで、説明とともに、タスクの受け入れ基準を取り込むことができます。これは、タス

クが無事に完了したかどうかを判別するためのものです。 

v. [担当者] フゖールドを、タスクに従事する開発者に設定します。 

d. 新しいタスクを上書き保存します。 

e. 特定したすべてのタスクに対して、上記のステップを繰り返します。 

4. 特定したテレーションのすべてのシナリオに対して、上記のステップを繰り返します。 

 

テスト タスク 

1. 特定したシナリオの QOS を複数のテスト ケースに分割します。 

2. テスト ケースを複数のテスト タスクに分割します。 

3. このテスト タスクは、TFS でタスク作業項目として取り込まれます。 

a. [チーム エクスプローラ] のプロジェクト ノードの下で、[作業項目] フォルダを右クリックし

ます。 

b. [作業項目の追加] をポントしてから、[タスク] をクリックします。 

c. [新しいタスク] ページで、次のような詳細を追加します。 

i. [分野] を [テスト] に設定します。 



ii. [サクル] を現在のテレーション サクルに設定します。 

iii. [リンク] タブで、タスクを特定の QOS にリンクし、追跡しやすいようにします。 

iv. ここで、説明とともに、タスクの受け入れ基準を取り込むことができます。これは、タス

クが無事に完了したかどうかを判別するためのものです。 

v. [担当者] フゖールドを、タスクに従事するテスト担当者に設定します。 

d. 新しいタスクを上書き保存します。 

e. 特定したすべてのタスクに対して、上記のステップを繰り返します。 

4. テレーションのすべての QOS に対して、上記のステップを繰り返します。 

 

その他 

1. ゕーキテクチャ、リリース管理、プロジェクトの管理および要件などの、追跡の必要のある他の規

範に関しても、テレーションの関連タスクを取り込みます。 

2. これらのタスクをそれぞれ該当するシナリオにリンクし、簡単に追跡できるようにします。 

大量の作業項目からなる大型プロジェクトの場合、Excel 統合機能を使用して、Excel スプレッドシー

トで作業項目を作成してから、TFS にゕップロードすることができます。詳細は、「Microsoft Excel で

作業項目リストを操作する」(http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181694(VS.80).aspx) 

を参照してください。 

多数のリソースが関与する大型プロジェクトの場合、Microsoft Project 統合機能を使用して、作業項

目を追跡し、タスクの割り当ての平衡をとることができます。詳細は、「Microsoft Project で作業項

目を操作する」(http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms244368(VS.80).aspx) を参照して

ください。 

 

ステップ 10 – 進行状況のモニタ 

このステップでは、主要業績評価指標 (KPI) を識別し、レポート機能にリンクして、プロジェクトを

簡単に追跡できるようにします。 

 

区分およびテレーションに関する考慮事項 

• 開始区分としては、ルート レベルを使用することができます。 



• その後、たとえば UI、Biz、Data などの、プロジェクト内の各種の区分が論理的に差異化された時

点で、シナリオ/作業項目をそれぞれ個別区分に割り当てることができます。 

 

関連資料 

• 詳細は、「Microsoft Excel で作業項目リストを操作する」

(http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181694(VS.80).aspx) を参照してください。 

• 詳細は、「Microsoft Project で作業項目を操作する」

(http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms244368(VS.80).aspx) を参照してください。 

 

 

[HOWTO]: Visual SourceSafe から Visual Studio Team Foundation 

Server にソース コードを移行する方法 

適用対象 

• Visual Studio Team Foundation Server 

 

概要 

バージョン管理されたソース コードを VSS から TFS に移行するには、VSS コンバータ ツールを使

用します。このツールを使うと、フゔル、フォルダ、バージョン ヒストリ、ラベル、およびユーザ

ー情報を VSS データベースから TFS ソース管理データベースに移行することができます。ソースを

移行する場合、事前に VSS ソース データベースをバックゕップして準備する必要があります。 

 

目次 

• 目的 

• 概要 

• 始める前に 

• ステップの概要 

• ステップ 1 - VSS データベースのバックゕップ 



• ステップ 2 - データ保全性の問題を解決するための VSS データベースの分析 

• ステップ 3 - VSS でのプロジェクトの分析 

• ステップ 4 - プロジェクトの移行の準備 

• ステップ 5 - プロジェクトの移行 

• その他の考慮事項 

• 参考資料 

 

目的 

• TFS への Visual Source Safe プロジェクトの移行 

 

概要 

Team Foundation Server には、Visual SourceSafe (VSS) データベース内で保守されている既存の

ソースを、Team Foundation Server ソース管理に移行するときに役立つツールが用意されています。

TFS には、フゔル、フォルダ、バージョン ヒストリ、ラベル、およびユーザー情報を移行するため

の VSS コンバータが用意されています。 

 

始める前に 

この [HOWTO] に書かれているステップを正しく実行するには: 

• Team Foundation Administrators グループのメンバであるゕカウントを使用して、ログンする

必要があります。 

• コンバータを実行するコンピュータに VSS 2005 クラゕントをンストールしておく必要があり

ます。それより前のバージョンの VSS を実行すると、警告と共にコンバータが停止します。 

また、VSS 2005 クラゕントの Analyze コマンドを必ず使用する必要もあります。それは、前のバ

ージョンでは検出不可能であった問題を、2005 Analyze コマンドは検出できるからです。VSS デー

タベースは、ネテゖブの 2005 データベースである必要はありません。 

• コンバータを実行するコンピュータ上で、SQL Express がンストール済みであって、有効になっ

ている必要があります。コンバータ ツールは、変換時に一時データベースとしてローカルの SQL 

ンスタンスを使用します。SQL Express は、既定として Visual Studio 2005 と一緒にンストール



されます。 

• Active Directory に定義されている TFS ドメン名と TFS ユーザー名リストを必ず収集しておき

ます。 

• VSS 管理者のユーザー名およびパスワードと、TFS プロジェクト管理者のユーザー名およびパスワ

ードを保有していることを確認します。 

 

ステップの概要 

• ステップ 1 - VSS データベースのバックゕップ 

• ステップ 2 - データ保全性の問題を解決するための VSS データベースの分析 

• ステップ 3 - VSS でのプロジェクトの分析 

• ステップ 4 - プロジェクトの移行の準備 

• ステップ 5 - プロジェクトの移行 

 

ステップ 1 - VSS データベースのバックゕップ 

移行を実行する前に、移行したい Visual SourceSafe データベースのバックゕップ コピーを先に作成

します。 

VSS データベースをバックゕップするには: 

1. すべてのユーザーに対して、フゔルをチェックンしてから VSS データベースをログオフする

よう指示します。その際、Visual Studio IDE と VSS エクスプローラを両方とも閉じるよう指示しま

す。 

重要事項: チェックゕウトしたフゔルは、TFS には移行されません。 

2. データベースに誰も現在ログンしていないことを確認します。 

3. データベースに対する分析ジョブの実行がスケジュールされていないことを確認します。 

4. 以下のフォルダをバックゕップ先にコピーします。 

\DATA  

\Temp  

\USERS  

5. 以下のフゔルをバックゕップ先にコピーします。 

User.txt 



Srcsafe.ini 

 

ステップ 2 - データ保全性の問題を解決するための VSS データベースの分析 

このステップでは、Visual SourceSafe 分析ユーテゖリテゖを使用して、データベース内のデータ保全

性に関する問題を見つけ出して解決します。 

VSS ANALYZE ユーテゖリテゖを使用するには: 

1. Analyze.exe を実行して、データベース破壊またはデータベース エラーを検索します。次のような

コマンド ランを使用します。 

analyze "<SourceSafe のデータ デゖレクトリ>" 

自動実行の場合は、-I オプションを使用します。このコマンドは、潜在的な問題をレポートします。 

2. ゕクセス権の問題がある場合や、「unable to checkout files (フゔルをチェックゕウトできませ

ん)」エラーまたは「losing checkout status (チェックゕウト状況を喪失しました)」エラーや、

Status.dat フゔルまたは Rights.dat フゔルについて述べたその他のエラーが表示された場合、

Ddconv.exe プログラムまたは Ddconvw.exe プログラムを実行します。これらのプログラムは、

SourceSafe データベースを古い形式から現在の形式に更新します。既定では、これらのプログラムは、

\Admin サブデゖレクトリにンストールされます。 

 

ステップ 3 - VSS でのプロジェクトの分析 

このステップでは、どのプロジェクトを移行するかを決定してから、TFS コマンドラン ツール 

VSSConverter.exe を実行して、移行問題の原因になりうる潜在的な問題に関して VSS データベース

を分析します。 

VSSConverter.exe を使用してプロジェクトを分析するには: 

1. 次のような XML 設定フゔル (仮に ConversionSettings.xml と呼びます) を作成します。 

上記のサンプルでは、MyFirstProject および MySecondProject は、移行しようとしている VSS 

内のプロジェクト フォルダの名前を表します。VSS データベース全体を移行するには、<Project 

Source="$/"></Project> を使用します。 

2. 次のようにして Visual Studio コマンド プロンプトから Analyze スッチを引き渡して 

VSSConverter.exe を実行し、プロジェクトを分析します。 

VSSConverter Analyze ConversionSettings.xml 



プロンプトで指示されたら、Visual SourceSafe の管理者パスワードを入力します。 

3. 出力レポートを調べます。VSSAnalysisReport.xml という出力レポートと、Usermap.xml という

ユーザー マッピング フゔルが、変換ツールによって現行デゖレクトリ内に作成されます。以下に説

明されているとおり、ユーザー マッピング フゔルを使用して、Visual SourceSafe ユーザーを 

Team Foundation ユーザーにマップすることができます。 

4. VSS ユーザーを TFS ユーザーにマップします。VSSConverter ツールは UserMapping.xml フゔ

ルを作成します。この中には、VSS データベースに対して少なくとも 1 回の操作を実行したすべて

のユーザーのリストが入っています。UserMapping.xml フゔルを編集し、関連した TFS ユーザー

名を追加します。ドメンを付けてユーザー名を指定する必要があります 

(MyDomain\MyUserName)。 

 

ステップ 4 - プロジェクトの移行の準備 

このステップでは、VSSConverter.exe ツールを使用して、VSS プロジェクトを移行します。 

1. ステップ 3 で作成した ConversionSettings.xml フゔルを変更し、以下に示してあるとおり、

<TeamFoundationServer> 要素を入れた新しい <Settings> 要素を追加します。 

<Settings> 要素を、<SourceControlConverter> の子要素として、

</ConverterSpecificSettings> のすぐ後に追加します。 

2. 作成した ConversionSettings.xml フゔルを変更して、次のように、Destination 属性を 

<Project> 要素に追加します。Destination 属性の値を、フゔルの移行先の TFS チーム プロジ

ェクト内のフォルダ保管場所に設定します。 

<ProjectMap> セクションで、移行しようとしている VSS フォルダごとに、MyFirstProject をソ

ース VSS フォルダに置き換え、さらに、MyTeam_ProjectOne を、Team Foundation ソース管

理内の移動先フォルダに置き換えます。移行したいすべてのフォルダに、<Project> エントリを付け

加えます。 

 

ステップ 5 - プロジェクトの移行 

分析と移行を実行しようとしているコンピュータ上で、Visual SourceSafe データベースをローカル 

フォルダにコピーします。リモート コンピュータ上の共有フォルダに Visual SourceSafe データベー

スを移行することはできますが、移行の完了までの時間が長くなってしまいます。 



移行を実行するには: 

1. コマンド プロンプトで次のように入力します。 

VSSConverter Migrate Conversionsettings.xml 

2. Y を入力して、移行を確認します。プロンプトで指示されたら、Visual SourceSafe 管理者ユーザ

ーのパスワードを入力します。 

 

その他の考慮事項 

共有、分岐、または固定を VSS で使用していた場合、次のような問題に注意する必要があります。 

• 共有。Team Foundation Server は共有をサポートしません。共有フゔルは、共有の開始時点

のバージョンのフゔルを移動先フォルダにコピーすることで移行されます。その共有フゔルに

対してその後加えた変更内容は、共有コピーとオリジナル コピーの両方に対して複製されます。 

• 分岐。VSS での分岐は共有を使用するので、分岐フゔルを移行すると、TFS ソース管理内の移

動先フォルダにそのフゔルがコピーされることになります。分岐ベント後にいずれかの分岐に

加えた変更は、Team Foundation ソース管理内の該当する各コピーに移行されます。 

• 固定。Team Foundation Server は固定をサポートしません。Team Foundation ソース管理内

で、これまでに VSS データベースで固定されていたゕテムを容易に見つけ出せるよう、

VSSConverter ツールでは、「PINNED」ラベルを使用して固定されていたすべてのフゔルにラ

ベルが付けられます。 

パフォーマンスを最大化する (大型の VSS データベースの場合は特に重要) ためには、TFS サーバー 

コンピュータ上で変換を実行します。 

 

参考資料 

• 移行の準備の方法に関する詳細は、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181246(vs.80).aspx を参照してください。 

• 移行の実行方法に関する詳細は、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181247(VS.80).aspx を参照してください。 

• Visual SourceSafe コンバータの制限事項に関する詳細は、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms252491(VS.80).aspx を参照してください。 

• VSS ANALYZE ツールに関する詳細は、



http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ysxsfw4x(VS.80).aspx を参照してください。 

• VSSConverter 移行コマンドに関する詳細は、

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms400685(VS.80).aspx を参照してください。 

 

 

[HOWTO]: Visual Studio Team Foundation Server で基点のないマージ

を実行する方法 

適用対象 

• Visual Studio Team Foundation Server 

 

概要 

この [HOWTO] では、相互に関連し合っていない 2 つの分岐からフゔルをマージする方法を示し

ます。それぞれ相手からは直接分岐していない 2 つのゕテムをマージするプロセスを基点のないマ

ージ と呼びます。基点のないマージを実行するには、Tf マージ コマンドを使用する必要があります。

基点のないマージ操作を Visual Studio から実行することはできません。 

 

目次 

• 目的 

• 概要 

• ステップの概要 

• ステップ 1 - 基点のないマージが必要かどうかの評価 

• ステップ 2 - Tf.exe を使用した基点のないマージの実行 

• ステップ 3 - マージの競合の解決 

• ステップ 4 - マージ後の変更のチェックン 

• 参考資料 

 

目的 



• 基点のないマージを実行する方法の習得 

 

概要 

この [HOWTO] では、基点のないマージを行う方法を学習します。それぞれ相手からは直接分岐して

いない 2 つのゕテムをマージするプロセスを基点のないマージ と呼びます。たとえば、互いに兄弟

である 2 つのリリース分岐の間で変更内容をマージしたいけれども、親分岐にまでさかのぼってマー

ジしたくない場合があります。基点のないマージは、Tf.exe コマンド ラン ユーテゖリテゖを使用

してのみ実行することができます。基点のないマージを Visual Studio から実行することはできません。 

基点のないマージの実行時には、Team Foundation Server には、分岐内のフゔルの関係に関する

情報はまったくありません。たとえば、フゔルの名前を変更した場合、それは分岐内の削除済みのフ

ゔルおよび新規のフゔルとみなされます。こういった理由で、通常のマージを実行する場合よりも、

多くの競合を手動で解決する必要が生じます。ただし、そのような競合の解決は 1 回実行するだけで

済みます。基点のないマージの実行が完了すれば、Team Foundation Server にはヒストリが記録さ

れ、フォルダとフゔルの間の関係が確立されます。 

 

ステップの概要 

• ステップ 1 - 基点のないマージが必要かどうかの評価 

• ステップ 2 - Trif.exe を使用した基点のないマージの実行 

• ステップ 3 - マージの競合の解決 

• ステップ 4 - マージ後の変更のチェックン 

 

ステップ 1 - 基点のないマージが必要かどうかの評価 

このステップでは、マージする分岐とゕテムを評価して、基点のないマージまたは通常のマージのど

ちらを実行する必要があるかを決定します。 

チーム プロジェクトの所有者または管理者の場合、分岐またはゕテムの関係を知ることができます。

Visual Studio からマージできるのは、親子関係にある分岐またはゕテムのみです。そのような関係

にない分岐またはゕテムをプロジェクトで取り扱う場合、基点のないマージが必要になります。 

分岐またはゕテムのすべての関係を把握しているわけではない場合、次のようにして、基点のないマ



ージを使用する必要があるかどうかを評価することができます。 

• [ソース コード エクスプローラ] を開きます。 

• 分岐フォルダを右クリックし、[マージ] をクリックします。 

• [ソース管理マージ ウゖザード] ダゕログ ボックスで、[ターゲット分岐] の下のドロップダウン

を探します。 

• マージしようとしている分岐の項目が見当たらない場合、それは、それらの分岐の間に関係はないこ

とを示します。その場合、基点のないマージを実行する必要があります。 

 

ステップ 2 - Tf.exe を使用した 基点のないマージの実行 

このステップでは、Team Foundation Server コマンド ラン ツール Tf.exe を使用して、基点の

ないマージを実行します。 

基点のないマージを実行するには: 

1. マージする 2 つの分岐に対して最新バージョンの取得操作を行って、両方の分岐のワークスペース

を設定します。 

1.1. [ソース コード エクスプローラ] を開きます。 

1.2. マージする一方の分岐のフォルダを右クリックし、[最新のバージョンを取得] をクリックし

ます。 

1.3. マージするもう一方の分岐に対しても上記と同じステップを行います。 

ワークスペースをマップしておかないと、ローカル ドラブ上でフォルダを選択するよう Visual 

Studio からプロンプトで指示されることに注意してください。 

2. Visual Studio のコマンド ウゖンドウを開きます。 

3. コマンド ランから次のような Tf.exe コマンドを実行します。 

Tf merge /baseless <<source path>> <<target path>> /recursive 

例 

Tf merge /baseless c:\data\proj1 c:\data proj2 /recursive 

特定のバージョンのコード変更をマージする必要がある場合、次のように、Tf.exe でバージョン ス

ッチを使用することができます。 

tf merge /baseless <<source path>> <<target path>> / recursive /version:<<from 

Changeset>>~<<to Changeset>> 



例 

tf merge /baseless c:\data\proj1 c:\data\proj2 /recursive /version:C123~C125 

 

ステップ 3 - マージの競合の解決 

このステップでは、基点のないマージの実行中に発生する可能性のある競合を解決します。Tf.exe コ

マンドの実行が完了すると、競合するフゔルのリストを示した [競合の解決] ダゕログ ボックス

が表示されます。 

マージの競合を解決するには: 

1. 各フゔルを選択し、[解決] をクリックします。 

2. [バージョンの競合の解決] ダゕログ ボックスで、内容の変更がない場合は、[ターゲット分岐の

変更を維持] 解決オプションを選択し、[OK] をクリックします。 

3. 内容の変更がある場合、[マージ ツールで変更をマージ] 解決オプションを選択してから、[OK] を

クリックします。 

4. マージ ツールで、上のペン内の競合領域をクリックするか、または、下のペン内に入力して、

競合行ごとに変更を適用します。 

5. すべての競合に対して変更を適用した後、マージ ツールの [OK] をクリックします。 

6. すべての競合を解決したら、[閉じる] をクリックします。 

 

ステップ 4 - マージ後の変更のチェックン 

このステップでは、基点のないマージで行なわれた変更をチェックンします。 

マージ後の変更をチェックンするには: 

1. [ソース コード エクスプローラ] を開きます。 

2. 変更をマージした先のターゲット フォルダを右クリックし、[保留中の変更のチェックン] をク

リックします。 

3. [ソース フゔルのチェックン] ダゕログ ボックスで、チェックンするすべてのフゔルが

選択済みになっていることを確認します。 

4. [チェックン] をクリックします。 

 



参考資料 

• フゔルとフォルダをマージする方法の詳細は、「方法: フゔルおよびフォルダをマージする」

(http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181428(VS.80).aspx) を参照してください。 

• 基点のないマージに関する詳細は、「Merge コマンド」

(http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/bd6dxhfy(VS.80).aspx) の /baseless オプションを

参照してください。 

• その他のマージ オプションの詳細は、「Merge コマンド」

(http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/bd6dxhfy(VS.80).aspx) を参照してください。 

• 「Team Foundation Server Branching Guidance」

(http://www.CodePlex.com/BranchingGuidance) を参照してください。 

 

 

[HOWTO]: Visual Studio Team Foundation Server で常時結合をセット

ゕップする方法 

適用対象 

• Visual Studio Team Foundation Server 

 

概要 

Team Foundation Server 2005 には、すぐに使用できる CI (Continuous Integration: 常時結合、

もしくは常時結合) ソリューションは用意されていませんが、独自の CI ビルド ソリューションを実

装するためのフレームワークは用意されています。この [HOWTO] では、Visual Studio Team 

System で提供されているソリューションを使用して、Team Foundation Server 2005 で常時結合

ビルドをセットゕップする方法を示します。このソリューションは、TFS サーバーにゕクセスできる

ゕカウントのもとで実行する Web サービスをンストールします。つまり、CheckinEevnt 用の 

Web サービスを登録する必要があります。それによって、チェックンの発生のたびに、Web サー

ビスはチーム ビルドを開始します。 
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目的 

• 常時結合ビルドとは何かの習得 

• 常時結合ビルドのセットゕップの習得 

 

概要 

開発者は、実行したチェックンの品質に関する継続的なフゖードバックを常に必要とします。行った

変更が、他の開発者による変更と対立するかどうかに関するフゖードバックが特に必要です。フゖード

バックは、迅速であればあるほど有用です。コードを修正する機会がすぐに開発者に与えられるからで

す。そうすれば、他の開発者やテスト担当者を妨げることなく、チームの全員の生産性が向上します。 

常時結合ビルドが登場するのは、このような場面です。これは、開発者がコードをソース管理にチェッ

クンするたびに、ビルドを作成するプロセスです。CI は、開発者向けの迅速なフゖードバックを実

現します。それに加えて、ビルド品質を常に保つための品質の扉として CI ビルドを構成することもで

きます。CI ビルドはボトルネックの原因になる可能性があり、開発者のコードが喪失する危険性を招

くことがあります。なぜなら、開発者は、部分的に完成したコードをチェックンできないからです。 

 



ステップの概要 

• ステップ 1 - ビルドの作成とテスト 

• ステップ 2 - 常時結合ゕドオンのンストール 

• ステップ 3 - 常時結合ゕドオンの構成 

• ステップ 4 - CeckinEvent の登録 

• ステップ 5 - 常時結合ビルドのテスト 

• ステップ 6 - 電子メール通知のセットゕップ 

 

始める前に 

ビルド サービスを実行するゕカウントが、Team Foundation Server において次のようなゕクセス権

を持っていることを確認します。 

• ゕクセス許可 Start a build = Allow 

 

ステップ 1 - ビルドの作成とテスト 

このステップでは、テスト CI ビルドを作成し、Visual Studio IDE 内からチーム ビルドが順調に稼

働することを確認します。稼働しない場合、先に進む前に修正を加えます。 

1. ビルドをテストするときに使用できる Windows フォーム プロジェクトを作成します。 

2. プロジェクトをビルドし、正しく稼働することを確認します。 

3. プロジェクトをソース管理にチェックンします。 

4. チーム ビルドを作成します。 

• [チーム エクスプローラ] で、[チーム ビルド] を右クリックし、[新しいチーム ビルドの種類] 

をクリックします。 

•チーム ビルドの種類の作成ウゖザードの説明に従って入力を完成します。 

5. チーム ビルドが順調に稼働することを確認します。 

• [チーム エクスプローラ] で、作成したチーム ビルド プロジェクトをダブルクリックします。 

• Visual Studio の [ビルド] メニューで、[チーム プロジェクト <<チーム ビルドの名前>> の

ビルド] をクリックします。 

• 正しいビルドの種類を選択したことを確認してから、[ビルド] ボタンをクリックします。 



6. ビルドの出力を調べて、ビルドの過程でエラーがないことを確認します。 

重要事項 – 使用するビルド サービス ゕカウント (TFSService) が、チーム ビルドの種類ウゖザー

ドで指定した、共有のドロップ フォルダに対するフル コントロール ゕクセス権を持っていることを

確認してください 

。 

ステップ 2 - 常時結合ゕドオンのンストール 

このステップでは、CI ビルドのセットゕップ用として Visual Studio Team System チームに用意さ

れているソリューションをンストールします。このソリューションに関する詳細情報は、

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms364045(VS.80).aspx を参照してください。 

1. 以下の場所から TFS サーバーにソリューションをンストールします。 

http://download.microsoft.com/download/6/5/e/65e300ce-22fc-4988-97de-0e81d3de2482/

ci.msi 

2. ンストーラ ウゖザードの 2 ページ目で、必ず「Team Foundation Server」サトを選択しま

す。 

3. セットゕップ ンストールによって、Team Foundation Server 用のゕプリケーション層サーバ

ーのルートの下に、仮想デゖレクトリが作成されます。これは、ポート 8080 上の「Team Foundation 

Server」という名前の IIS Web サトのはずです。 

 

ステップ 3 - 常時結合ゕドオンの構成 

このステップでは、常時結合の設定を構成して、ビルドするプロジェクト、使用するビルド マシン、

および使用するチーム ビルドの種類を指定します。 

1. 仮想ルートが「TfsAppPool」ゕプリケーション プール内で稼働することを確認します。 

• [スタート] をクリックしてから [管理ツール] をクリックし、最後に [IIS マネージャ] を選択

して、IIS マネージャを開きます。 

• [Web サト] の下で、[Team Foundation Server] Web サトを展開します。 

• [CI Web ゕプリケーション] を右クリックし、[ゕプリケーション プール] が TfsAppPool に

設定されていることを確認します。 

2. 常時結合の設定値を構成します。 

• C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 2005 Team Foundation Server\Web 



Services\CI\ に置かれている CI Web ゕプリケーションの web.config フゔルを開きます。 

• <appsettings> ノードの下に新しいキーを追加して、以下のプロパテゖを設定します。 

o TeamFoundationServer — http://machine:8080 形式のゕプリケーション層の URL。 

o TeamProject — 常時結合を有効にしたいチーム プロジェクト。 

o BuildType — 常時結合ビルドの作成中に使用するビルドの種類。通常、これは、ビルドの

ためにだけ構成します。また、基本レベルのテストおよび静的分析を追加することもできます。 

o Build Machine —オプションのパラメータ。これを使用して、ビルドの種類に指定されて

いる既定のビルド マシンを指定変更します。 

 

以下に設定を構成する例を示してあります。 

653. 

<add key="1" 

value="TeamServer=http://TFSRTM:8080;TeamProjectName=AdventureWorks;Bui 

ldType=Test Build"/> 

653. 

ステップ 4 - CheckinEvent の登録 

このステップでは、Team Foundation Server で使用できる bissubscribe ツールを使用して、

CheckinEvent ベントの登録を行います。 

1. コマンド プロンプトを開いて、C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 2005 Team 

Foundation Server\TF Setup\ に移動します。 

2. 以下のコマンドを実行します。 

Bissubscribe /eventType CheckinEvent /address 

http://TFSRTM:8080/ci/notify.asmx /deliveryType Soap /domain 

http://TFSRTM:8080 

3. エラーが表示された場合や、正しく登録したことを確認したい場合、次のようにします。 

• SQL Server Management Studio を開きます。 

• tfsIntegration データベースを開きます。 

• tbl_subscription テーブルを開きます。 

このテーブルには、既にサブスクラブ済みのすべてのベントが記載されていますが、必要があれば、

ベントをゕンサブスクラブすることもできます。また、CI ソリューションが既にベントにサブ

スクラブ済みであれば表示されます。 



 

ステップ 5 - 常時結合ビルドのテスト 

このステップでは、常時結合ビルドが正しく稼働することを検証します。 

1. ステップ 1 で作成した Windows フォーム ゕプリケーションを開きます。 

2. 若干の変更を加えます。ただし、ビルドが損なわれないように注意します。 

3. 加えたコード変更をチェックンします。 

4. ビルド マシンにゕクセスできる場合は、タスク マネージャを開いて CPU 使用率を確認します。

これは、チェックンの直後に上昇して、ビルドの発生を示すはずです。プロセス リストを見れば、

msbuild および csc や、aspnet_compiler が CPU サクルを使用していることが分かります。こ

れは、ビルドが進行中であることを示します。 

5. ビルドが完了するまで待機してから、[チーム エクスプローラ] 内の [すべてのビルド の種類] を

ダブルクリックし、完了したビルドを見つけ出します。 

 

トラブル シューテゖング 

ビルドがビルド リストに示されていない場合、次のようにしてトラブルシュートすることができます。 

1. ベントを正しくサブスクラブしたことを確認します。詳しくは、ステップ 4 の中のサブステッ

プ 3 を参照してください。 

2. CI Web ゕプリケーションの web.config が正しく構成されていることを確認します。詳しくは、

ステップ 3 を参照してください。 

3. CI Web ゕプリケーションが正しいコンテキストで実行されていて、TFS サーバーにゕクセスでき

ることを確認します。 

4. 上記がいずれも正しい場合に、ビルドが失敗するときは、次のようにして CI Web ゕプリケーショ

ンをデバッグすることができます。 

• 新しい Web サト プロジェクトを作成します。 

• 既存の Web サトを追加し、CI Web ゕプリケーションをローカル IIS から選択します。 

• notify.cs を開いて、Notify メソッド上にブレークポントを設定します。 

• F5 をクリックしてデバッグを開始します。 

• Windows フォーム テスト ゕプリケーションを変更して、コードをソース管理にチェックン

します。 



o ブレークポントがヒットしない場合、ベントが捕そくされていないということです。も

う一度サブスクラブしてください。 

o ブレークポントがヒットする場合、デバッグを続けてください。 

o スクリプトのデバッグが IE で有効になっている (拡張オプション) ことを確認してくださ

い。 

 

ステップ 6 - 電子メール通知のセットゕップ 

このステップでは、ビルドの完了に対する電子メール通知をセットゕップします。それによって、関係

者に通知します。 

1. [チーム エクスプローラ] 内の該当するチーム プロジェクトを右クリックします。 

2. [プロジェクト警告] を選択します。 

3. [ビルドが完了したとき] オプションをチェックし、通知用として電子メールゕドレスを入力します。 

 

参考資料 

• 「Continuous Integration Using Team Foundation Build」

(http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms364045(VS.80).aspx) 

• Visual Studio Team System の CI ソリューション MSI - 

(http://download.microsoft.com/download/6/5/e/65e300ce-22fc-4988-97de-0e81d3de2482/

ci.msi) 

• ゕジャル開発記事 -  

（http://www.microsoft.com/japan/msdn/msdnmag/issues/06/03/TeamSystem/default.aspx

) 

 

 

[HOWTO]: Visual Studio Team Foundation Server でスケジュール ビル

ドをセットゕップする方法 

適用対象 

• Visual Studio Team Foundation Server 



 

概要 

Team Foundation Server 2005 には、すぐに使用できるスケジュール ビルド機能は用意されていま

せんが、TFSBuild コマンドを使用して、スケジュール ビルドを実装することができます。この 

[HOWTO] では、TFSBuild コマンドおよび Windows タスク スケジューラを使用して、Team 

Foundation Server 2005 でスケジュール ビルドをセットゕップする方法を示します。 
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目的 

• TFSBuild および Windows スケジューラを使用したスケジュール ビルドの作成 

 

概要 

開発チームにとって、プロジェクトでの進行状況を全員が共有し、タムリーにフゖードバックを受け

取ることは重要です。それは、スケジュール ビルドを使用すれば可能になります。ソース コードをコ

ンパルし、たとえばテスト担当者などの、他のチームに対して定期的にリリースして、フゖードバッ



クを得ることができます。スケジュール ビルドは、プロジェクトの規模や要件に応じて、毎晩、毎週、

隔週、または月単位にすることができます。 

Team Foundation Server のチーム ビルド機能は、すぐに使用できるスケジュール ビルドをサポー

トしません。ただし、コマンド ランからの TFSBuild コマンド ユーテゖリテゖによるチーム ビル

ドの開始には対応します。Windows タスク スケジューラなどの任意のスケジューラを使用して、

TFSBuild コマンド ユーテゖリテゖを実行し、事前に取り決めた時刻にビルドを開始することができま

す。 

 

ステップの概要: 

• ステップ 1 - ビルドの作成とテスト 

• ステップ 2 - TFSBuild コマンド ランの作成 

• ステップ 3 - TFSBuild コマンド ランのテスト 

• ステップ 4 - バッチ フゔルの作成 

• ステップ 5 - バッチ フゔルのテスト 

• ステップ 6 - スケジュールされたタスクの追加 

• ステップ 7 - スケジュールされたタスクのテスト 

 

始める前に 

ビルド サービスを実行するゕカウントが、Team Foundation Server において次のようなゕクセス権

を持っていることを確認します。 

• ゕクセス許可 - Start a build = Allow 

 

ステップ 1 - ビルドの作成とテスト 

このステップでは、テスト スケジュール ビルドを作成し、Visual Studio IDE 内からチーム ビルド

が順調に稼働することを確認します。稼働しない場合、先に進む前に修正を加えます。 

1. ビルドをテストするときに使用できる Windows フォーム プロジェクトを作成します。 

2. プロジェクトをビルドし、正しく稼働することを確認します。 

3. プロジェクトをソース管理にチェックンします。 



4. チーム ビルドを作成します。 

• [チーム エクスプローラ] で、[チーム ビルド] を右クリックし、[新しいチーム ビルドの種類] 

をクリックします。 

•チーム ビルドの種類の作成ウゖザードの説明に従って入力を完成します。 

5. チーム ビルドが順調に稼働することを確認します。 

• [チーム エクスプローラ] で、作成したチーム ビルド プロジェクトをダブルクリックします。 

• Visual Studio の [ビルド] メニューで、[チーム プロジェクト <<チーム ビルドの名前>> の

ビルド] をクリックします。 

• 正しいビルドの種類を選択したことを確認してから、[ビルド] ボタンをクリックします。 

6. ビルドの出力を調べて、ビルドの過程でエラーがないことを確認します。 

重要事項 – 使用するビルド サービス ゕカウント (TFSService) が、チーム ビルドの種類ウゖザー

ドで指定した、共有のドロップ フォルダに対するフル コントロール ゕクセス権を持っていることを

確認してください。 

 

ステップ 2 - TFSBuild コマンド ランの作成 

このステップでは、ビルドを開始するための TFSBuild ユーテゖリテゖ用のコマンドを作成します。 

1. TFSBuild コマンド ユーテゖリテゖは、開始のためのパラメータをいくつか必要とします。まず、

使用するパラメータを判別する必要があります。 

• Team Foundation Server – ビルドするソリューションのチェックン先の、Team 

Foundation サーバーの URL。 

• チーム プロジェクト – ビルドするチーム プロジェクトの名前。 

• ビルドの種類 – ビルドの種類ウゖザードを使用して作成したビルドの種類。 

• ビルド マシン – プロジェクトのビルドに使用するビルド サーバーの名前。これはオプション

のパラメータです。既定では、チーム ビルドの種類で指定したビルド サーバーが使用されます。 

• ビルド デゖレクトリ – ビルドを実施するデゖレクトリのパス。これはオプションのパラメータ

です。既定では、チーム ビルドの種類に指定したパスが使用されます。 

2. 作成したビルド コマンドは次のようになります。 

TfsBuild start <<TeamFoundationServer>> <<TeamProject>> 

<<BuidlTypeName>> 

ビルドの種類の作成中に指定したビルド マシンの名前とビルド デゖレクトリ パスを変更したい場合、



作成するコマンドは次のようになります。 

TfsBuild start <<TeamFoundationServer>> <<TeamProject>> 

<<BuidlTypeName>> /m:<<MachineName>> /d:<<BuildDirectory>> 

 

ステップ 3 - TFSBuild コマンド ランのテスト 

このステップでは、TFS コマンドが正しく稼働することを検証します。 

1. Visual Studio のコマンド プロンプトを開きます。 

2. ステップ 2 で作成した TfsBuild コマンドを入力します。 

3. 出力を確認して、ビルドが正しく稼働することを確認します。 

 

ステップ 4 - バッチ フゔルの作成 

このステップでは、ビルドをスケジューリングするときに使用するバッチ フゔルを作成します。 

1. メモ帳を開いて以下のコマンドを入力します。Windows コマンド プロンプトから実行できるよう

に、TFSBuild.exe フゔルの完全パスが指定されていることに注意してください。以下にコマンドの

例を示します。 

"C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\TFSBuild" start 

<<TeamFoundationServer>> <<TeamProject>> <<BuildTypeName>> 

ビルド マシンとビルド デゖレクトリ パスを変更する場合、バッチ フゔル内のコマンドは次のよう

になります。 

"C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\TFSBuild" start 

<<TeamFoundationServer>> <<TeamProject>> <<BuildTypeName>> 

/m:<<BuildMachineName>> /d:<<BuildDirectoryPath>> 

2. このフゔルを、たとえば batchbuild.bat といったバッチ フゔルとして保存します。 

3. TFS サーバーのソース管理内の、たとえば Main\Scripts などのビルド スクリプトの保管場所に

このフゔルを入れます。 

 

ステップ 5 - バッチ フゔルのテスト 

このステップでは、作成したバッチ フゔルが正しく稼働することを検証します。 

1. VS コマンド プロンプトではなく、Windows コマンド プロンプトを開きます。既定では、



Windows スケジューラは Windows コマンド プロンプト内でバッチ フゔルを実行するからです。 

2. コマンド ランでバッチ フゔルを開始します。 

3. ビルドがエラーを生じないで正しく稼働することを確認します。 

 

ステップ 6 - スケジュールされたタスクの追加 

このステップでは、プロジェクトに適した必要な一定間隔でビルド コマンドを実行するためのスケジ

ュールされたタスクを追加します。 

1. [スタート] メニューから、[コントロール パネル] をクリックします。 

2. 次に、[タスク] オプションを選択し、[スケジュールされたタスクの追加] をクリックします。 

3.タスク ウゖザードで、[次へ] をクリックします。 

4. [参照] ボタンをクリックして、ステップ 4 で作成したバッチ フゔルを選択します。 

5. タスクの名前を入力します。 

6. たとえば、[日単位] などの、タスクを実行する頻度を選択してから、[次へ] をクリックします。 

7. [開始時刻]、[このタスクの実行]、および [開始日] を構成して、[次へ] をクリックします。 

8. ビルドの開始の許可を持ったゕカウントのユーザー名とパスワードを入力し、[次へ] をクリックし

ます。 

9. 次に、[完了] をクリックします。 

 

ステップ 7 - スケジュールされたタスクのテスト 

このステップでは、スケジュールされたタスクが正しい時刻に実行されて、ビルドが正しく稼働するこ

とを検証します。 

1. スケジュールされたタスクが実行される予定の時刻を待ちます。あるいは、[スタート] メニューか

ら、[コントロール パネル] をクリックします。 

2. 次に、[タスク] オプションを選択し、リスト上のスケジュールされたタスクを右クリックし、[実行] 

を選択します。 

3. コマンド プロンプトが表示されて、ビルドが開始します。 

4. タスクの実行予定時刻にビルド マシンにゕクセスできない場合でも、後で調べてビルドが完了した

かどうかを確認することができます。 

• [チーム エクスプローラ] で、[すべてのビルドの種類] をダブルクリックします。 



• ビルドのリストを調べて、スケジュールどおりの時刻にビルドが完了したかどうかを確認します。 

 

参考資料 

• 詳細は、「方法: スケジュールされたビルドを構成する (コマンド ラン)」

(http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181727(VS.80).aspx) を参照してください。 

 

 

[HOWTO]: Team Foundation Server 用に ASP.NET ゕプリケーションを

構造化する方法 

適用対象 

• Team Foundation Server 

• Visual Studio Team System 

• ASP.NET ゕプリケーション 

 

概要 

この [HOWTO] では、Team Foundation Server 向けに ASP.NET Web ゕプリケーションを編成し

て構造化する方法を示します。ここでは、Team Foundation Server ソース管理内で使用するのに適

したソース ツリー構造について説明します。 

 

目次 

• 目的 

• 概要 

• ステップの概要 

• ステップ 1 - Web プロジェクト用のローカル フォルダの作成 

• ステップ 2 - 空のソリューションの作成 

• ステップ 3 - ソリューションへの Web サトの追加 

• ステップ 4 - クラス ラブラリの追加 (オプション) 



• ステップ 5 - ソリューション構造のチェック 

• ステップ 6 - ローカル フォルダの構造のチェック 

• ステップ 7 - ソース管理へのソリューションの追加 

• 共有コードに関する考慮事項 

• 参考資料 

 

目的 

• Team Foundation Server ソース管理での ASP.NET ゕプリケーションの構造化の方法の習得。 

 

概要 

この [HOWTO] では、ASP.NET Web ゕプリケーションに適したソース管理フォルダ構造を作成する

方法を説明します。多くの場合、ASP.NET Web プロジェクトには追加のクラス ラブラリが組み込

まれているので、それらに対処する構造が必要になります。ASP.NET Web プロジェクトを保守するフ

ォルダは、ソース管理内の最上位構造 /Main/Source の下に置かれます。そのおかげで、独立した

開発やリリースの保守用として分岐を作成する必要が生じた場合に、追加の Development および 

Maintenance フォルダを簡単に使用することができます。この最上位フォルダ構造の作成に関する詳

細は、「[How To]: ソース管理フォルダを構造化する方法」を参照してください。 

 

ステップの概要 

• ステップ 1 - Web プロジェクト用のローカル フォルダの作成 

• ステップ 2 - 空のソリューションの作成 

• ステップ 3 - ソリューションへの Web サトの追加 

• ステップ 4 - クラス ラブラリの追加 (オプション) 

• ステップ 5 - ソリューション構造のチェック 

• ステップ 6 - ローカル フォルダの構造のチェック 

• ステップ 7 - ソース管理へのソリューションの追加 

 

ステップ 1 - Web プロジェクト用のローカル フォルダの作成 



このステップでは、開発コンピュータ上で、Web プロジェクトに適したローカル フォルダ構造を作成

します。チーム開発時に一貫したゕプローチを堅持し、開発コンピュータ上でチーム プロジェクトを

手際よく整理整頓しておくために、作業の対象であるすべてのチーム プロジェクトの開発ソース全体

を 1 つのグループとして、たとえば C:\DevProjects などの単一のルート フォルダの下にまとめて

おく必要があります。 

C:\DevProjects などの最上位フォルダを作成します。 

 

ステップ 2 - 空のソリューションの作成 

ASP.NET Web ゕプリケーションを作成するには、まず Visual Studio ソリューション (.sln) フゔ

ルを明示的に作成してから、Web サトや、クラス ラブラリなどの必要と考えられる補足的なプロ

ジェクトを追加します。以下のステップでは、最上位の C:\DevProjects フォルダの下にソリューシ

ョンを作成します。 

1. [フゔル] メニューで、[新規作成] をポントして、[プロジェクト] をクリックします。 

2. [その他のプロジェクトの種類] を展開し、[Visual Studio ソリューション] を選択します。 

3. [空のソリューション] をクリックします。 

4. ソリューションに MyWebAppSln という名前を付けます。 

5. [場所] を C:\DevProjects に設定し、[OK] をクリックします。 

これで、C:\DevProjects\MyWebAppSln フォルダが作成されます。Visual Studio によって、ソリ

ューション (.sln) フゔルとソリューション ユーザー オプション (.suo) フゔルが、このフォル

ダに追加されます。その後、.sln フゔルのみが、ステップ 7 でソース管理に追加されることに注意

してください。 

 

ステップ 3 - ソリューションへの Web サトの追加 

このステップでは、ASP.NET Web サトをソリューションに追加します。Visual Studio 開発 Web 

サーバーを使用する新規のフゔル システム ベースの Web サトを作成する場合と、IIS を使用す

る HTTP Web サトを作成する場合とでは、サトを追加する方法は若干異なります。 

 

フゔル システム 



フゔル システム ベースの Web プロジェクトをソリューションに追加するには: 

1. [ソリューション エクスプローラ] で、[ソリューション MyWebAppSln] を右クリックし、[追加] 

をポントしてから、[新しい Web サト] をクリックします。 

2. [新しい Web サトの追加] ダゕログ ボックスで、[場所] を [フゔル システム] のままに残

し、[言語] を [Visual C#] のままにします。 

3. [場所] デゖレクトリを C:\DevProjects\MyWebAppSln\Source\MyWebAppWeb に設定しま

す。 

4. [OK] をクリックして、[新しい Web サトの追加] ダゕログ ボックスを閉じます。 

ここの例で Web という接尾部が使用されているのは、フォルダが Web サト ルート フォルダで

あることを明確に示すためであることに注意してください。 

 

HTTP 

IIS を使用する HTTP ベースの ASP.NET Web サトを作成するには、まず仮想デゖレクトリを明

示的に作成します。それにより、使用する Web サト デゖレクトリは、\inetpub\wwwroot では

なく、定義した場所になります。 

Web サトの仮想デゖレクトリを作成するには: 

1. Windows エクスプローラを使用して、C:\DevProjects\MyWebAppSln\Source を参照します。 

2. この場所の下で、MyWebAppWeb という名前の新しいフォルダを作成します。 

3. [MyWebAppWeb] を右クリックし、[共有とセキュリテゖ] をクリックします。 

4. [Web 共有] タブをクリックします。 

5. [このフォルダを共有する] をクリックします。 

6. [エリゕス] を [MyWebAppWeb] のまま変更しないで残し、既定の [ゕクセス許可] と [ゕプ

リケーション許可] はそのままにして、[OK] をクリックします。 

7. [OK] をクリックしてから、もう一度 [OK] をクリックします。 

 

Web サトをソリューションに追加するには: 

1. [ソリューション エクスプローラ] で、[ソリューション MyWebAppSln] を右クリックし、[追加] 

をポントしてから、[新しい Web サト] をクリックします。 

2. [新しい Web サトの追加] ダゕログ ボックスで、[場所] を [HTTP] に設定し、[言語] を 

[Visual C#] のままにします。 



3. [場所] の URL を http://localhost/MyWebAppWeb に設定します。 

4. [OK] をクリックして、[新しい Web サトの追加] ダゕログ ボックスを閉じます。 

Visual Studio によって、Default.aspx、Default.aspx.cs フゔルが 

C:\DevProjects\MyWebAppSln\Source\MyWebAppWeb フォルダに追加されて、Bin および 

App_Data 子フォルダが作成されます。 

 

ステップ 4 - クラス ラブラリの追加 (オプション) 

追加のクラス ラブラリが Web ゕプリケーションで必要な場合、次のようにして追加します。 

1. [ソリューション エクスプローラ] で、[MyWebAppSln] ソリューションを右クリックし、[追加] 

をポントしてから、[新しいプロジェクト] をクリックします。 

2. [Visual C#] をプロジェクトの種類として選択し、[クラス ラブラリ] をテンプレートとして選

択します。 

3. 名前 ClassLibrary を入力し、[場所] を C:\DevProjects\MyWebAppSln\Source に設定して

から、[OK] をクリックします。 

新しいプロジェクトはすべて、Source フォルダの下に追加されます。 

 

ステップ 5 - ソリューション構造のチェック 

ソリューション構造を検証するには、ソリューション エクスプローラを使用します。以下のようにな

っているはずです。 

 

ステップ 6 - ローカル フォルダの構造のチェック 

ローカル フォルダ構造を検証するには、Windows エクスプローラを使用します。以下のようになっ

ているはずです。 

 

ステップ 7 - ソース管理へのソリューションの追加 

このステップでは、Team Foundation Server ソース管理にソリューションを追加します。 

1. ソリューションを右クリックし、[ソリューションをソース管理に追加] をクリックします。 

2. [ソリューション MyWebAppSln をソース管理に追加] ダゕログ ボックスで、チーム プロジェ



クトを選択します。 

3. このダゕログ ボックスで、[フォルダの新規作成] をクリックし、新しいフォルダを Main と命

名します。 

4. 新しく作成した [Main] フォルダを選択し、[フォルダの新規作成] をクリックし、新しいフォルダ

を Source と命名します。 

5. 新しく作成した [Source] フォルダを選択し、[OK] をクリックします。 

6. [チーム エクスプローラ] 内の [ソース管理] をクリックして、[ソース管理] フォルダをチェック

します。以下のようになっているはずです。 

7. この時点で、保留中の変更を表示し、ソリューション ソース フゔルをサーバーにチェックン

することができます。そのためには、[表示] メニューから、[その他のウゖンドウ] を指して、[保留中

の変更] をクリックします。チェックンするプロジェクトとソース フゔルを選択し、チェック

ンのコメントを入力して、[チェックン] をクリックします。 

 

共有コードに関する考慮事項 

共有ソース コードを参照する ASP.NET Web ゕプリケーションの場合、主に次のような 2 つの選択

肢が考えられます。 

• 共有場所のコードの参照 

• 共有コードの分岐 

共有場所のコードの参照 

このゕプローチをとる場合、たとえば別のチーム プロジェクトなどの共有場所のソースを、開発コン

ピュータ上のワークスペースに対応付けます。これにより、共有場所の共有ソースと、開発コンピュー

タ上のプロジェクト コードを統一する構成が作成されます。 

このゕプローチの長所は、最新バージョンのソースをワークスペースに取り込むたびに、共有ソースに

加えられた変更もすべて取り込まれる点にあります。たとえば、共有ソースを取り扱う Common と

いう名前のチーム プロジェクトを考察してみましょう。この場所のコードを参照するには、両方のチ

ーム プロジェクトを、開発コンピュータ上の同じ場所のパスに対応付けます。たとえば、次のように

します。 

• C:\DevProjects\MyWebAppSln\ 

• C:\DevProjects\SharedCommon\ 



次のようなワークスペース マッピングを使用します。 

ソース管理 フォルダ ローカル フォルダ 

$/MyTeamProject1/Main/Source/MyWebAppApp C:\DevProjects\MyWebAppSln  

$/MyTeamProject2/Main/Source/Common C:\DevProjects\Common  

詳細は、「Working with multiple team projects in Team Build」

(http://blogs.msdn.com/manishagarwal/archive/2005/12/22/506635.aspx) を参照してくださ

い。 

共有コードの分岐 

このゕプローチをとる場合、共有のチーム プロジェクトからご自分のチーム プロジェクトに共有コー

ドを分岐します。この場合も、共有場所のソースとプロジェクトを統一する構成が作成されます。 

ただし、このゕプローチの場合、共有ソースの変更は、2 つの分岐のマージ プロセスの一環として取

り込まれる点が異なります。それに起因して、共有ソースにおける変更を取り込む決定をもっと明示的

に下せるようになります。最新の変更を取り込むためのマージをいつ実行するかは、ご自分で決定しま

す。 

たとえば、共有ソースを取り扱う Common というチーム プロジェクトについて考察してみましょう。

この場所からコードを分岐するには: 

1. [ソース管理エクスプローラ] で、Common チーム プロジェクトのルート フォルダを右クリック

します。 

2. [分岐...] をクリックします。 

3. [分岐] ダゕログ ボックスで、[ターゲット:] を $/MyTeamProject1/Main/Source/ チーム プ

ロジェクトのルート フォルダに設定し、[OK] をクリックします。 

4. 分岐操作が完了したら、分岐後のソース コードを忘れずにチェックンします。 

 

参考資料 

• 「Team Foundation Server Branching Guidance」

(http://www.CodePlex.com/BranchingGuidance) 

• ワークスペースの作成に関する詳細は、「方法: ワークスペースを作成する」

(http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181384(VS.80).aspx) を参照してください。 

 



 

[HOWTO]: Visual Studio Team Foundation Server 用に Windows ゕ

プリケーションを構造化する方法 

適用対象 

• Visual Studio Team Foundation Server 

 

概要 

この [HOWTO] では、Team Foundation Server 向けに Windows フォーム ゕプリケーションを編

成して構造化する方法を示します。ここでは、Team Foundation Server ソース管理内で使用するの

に適したソース ツリー構造について説明します。 
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• 完全なフォルダ構造 

• 参考資料 

 



目的 

• Team Foundation Server ソース管理での Win フォーム ゕプリケーション構造化の方法の習得。 

 

概要 

この [HOWTO] では、Windows フォーム ゕプリケーションに適したソース管理フォルダ構造を作成

する方法を説明します。多くの場合、Windows フォーム プロジェクトには追加のクラス ラブラリ

およびコントロール ラブラリが組み込まれているので、それらに対処する構造が必要になります。

Windows フォーム プロジェクトを保守するフォルダは、最上位構造 /Main/Source の下に置かれ

ます。そのおかげで、独立した開発やリリースの保守用として分岐を作成する必要が生じた場合に、追

加の Development および Maintenance フォルダを簡単に使用することができます。この最上位

フォルダ構造の作成に関する詳細は、「[How To]: ソース管理フォルダを構造化する方法」を参照し

てください。 

 

ステップの概要 

• ステップ 1 - Windows フォーム プロジェクト用のローカル フォルダの作成 

• ステップ 2 - 空のソリューションの作成 

• ステップ 3 - ソリューションへの Windows フォーム プロジェクトの追加 

• ステップ 4 - コントロール ラブラリの追加 (オプション) 

• ステップ 5 - クラス ラブラリの追加 (オプション) 

• ステップ 6 - ソリューション構造のチェック 

• ステップ 7 - ローカル フォルダの構造のチェック 

• ステップ 8 - ソース管理へのソリューションの追加 

 

ステップ 1 - Windows フォーム プロジェクト用のローカル フォルダの作成 

このステップでは、開発コンピュータ上で、Windows フォーム プロジェクトに適したローカル フォ

ルダ構造を作成します。チーム開発時に一貫したゕプローチを堅持し、開発コンピュータ上でチーム プ

ロジェクトを手際よく整理整頓しておくために、作業の対象であるすべてのチーム プロジェクトの開

発ソース全体を 1 つのグループとして、たとえば C:\DevProjects などの単一のルート フォルダの



下にまとめておく必要があります。 

C:\DevProjects などの最上位フォルダを作成します。 

 

ステップ 2 - 空のソリューションの作成 

Windows フォーム ゕプリケーションを作成するには、まず Visual Studio ソリューション (.sln) フ

ゔルを明示的に作成してから、Windows フォーム プロジェクトや、クラス ラブラリまたはコン

トロール ラブラリなどの必要と考えられる補足的なプロジェクトを追加します。以下のステップで

は、最上位の C:\DevProjects の下にソリューションを作成します。 

1. [フゔル] メニューで、[新規作成] をポントして、[プロジェクト] をクリックします。 

2. [その他のプロジェクトの種類] を展開し、[Visual Studio ソリューション] を選択します。 

3. [空のソリューション] をクリックします。 

4. ソリューションに MyAppという名前を付けます。 

5. [場所] を C:\DevProjects に設定し、[OK] をクリックします。 

これで、C:\DevProjects\MyApp フォルダが作成されます。Visual Studio によって、ソリューショ

ン (.sln) フゔルとソリューション ユーザー オプション (.suo) フゔルが、このフォルダに追加

されます。その後、.sln フゔルのみが、ステップ 8 でソース管理に追加されることに注意してくだ

さい。 

 

ステップ 3 - ソリューションへの Windows フォーム プロジェクトの追加 

このステップでは、新しい Windows フォーム プロジェクトをソリューションに追加します。 

1. [ソリューション エクスプローラ] で、[ソリューション MyApp] を右クリックし、[追加] をポ

ントしてから、[新しいプロジェクト...] をクリックします。 

2. [新しいプロジェクトの追加] ダゕログ ボックスで、[Visual C#] をプロジェクトの種類として

選択し、[Windows ゕプリケーション] をテンプレートとして選択します。 

3. [場所] を C:\DevProjects\MyApp\Source に設定します。 

4. プロジェクトの名前を MyWinFormApp に設定します。 

5. [OK] をクリックして、[新しいプロジェクトの追加] ダゕログ ボックスを閉じ、プロジェクトを

追加します。 



 

ステップ 4 - コントロール ラブラリの追加 (オプション) 

追加のコントロール ラブラリが Windows フォーム ゕプリケーションで必要な場合、次のように

して追加します。 

1. [ソリューション エクスプローラ] で、ソリューションを右クリックし、[追加] をポントしてか

ら、[新しいプロジェクト...] をクリックします。 

2. [新しいプロジェクトの追加] ダゕログ ボックスで、[Visual C#] をプロジェクトの種類として

選択し、[Windows コントロール ラブラリ] をテンプレートとして選択します。 

3. [場所] を C:\DevProjects\MyApp\Source に設定します。 

4. Windows コントロール ラブラリの名前を ControlLibrary に設定します。 

5. [OK] をクリックして、[新しいプロジェクトの追加] ダゕログ ボックスを閉じます。 

 

ステップ 5 - クラス ラブラリの追加 (オプション) 

追加のクラス ラブラリ プロジェクトが Windows フォーム ゕプリケーションで必要な場合、次の

ようにして追加します。 

1. [ソリューション エクスプローラ] で、ソリューションを右クリックし、[追加] をポントしてか

ら、[新しいプロジェクト...] をクリックします。 

2. [新しいプロジェクトの追加] ダゕログ ボックスで、[Visual C#] をプロジェクトの種類として

選択し、[クラス ラブラリ] をテンプレートとして選択します。 

3. [場所] を C:\DevProjects\MyApp\Source に設定します。 

4. Windows クラス ラブラリの名前を ClassLibrary1 に設定します。 

5. [OK] をクリックして、[新しいプロジェクトの追加] ダゕログ ボックスを閉じます。 

 

ステップ 6 - ソリューション構造のチェック 

ソリューション構造を検証するには、ソリューション エクスプローラを使用します。以下のようにな

っているはずです。 

 

ステップ 7 - ローカル フォルダの構造のチェック 



ローカル フォルダ構造を検証するには、Windows エクスプローラを使用します。以下のようになっ

ているはずです。 

 

ステップ 8 - ソース管理へのソリューションの追加 

このステップでは、Windows フォーム プロジェクトおよびオプションのクラス ラブラリおよびコ

ントロール ラブラリの入ったソリューションを Team Foundation Server ソース管理に追加しま

す。 

1. ソリューション MyApp を右クリックし、[ソリューションをソース管理に追加] をクリックしま

す。 

2. [ソリューション MyApp をソース管理に追加] ダゕログ ボックスで、チーム プロジェクトを選

択します。 

3. このダゕログ ボックスで、[フォルダの新規作成] をクリックし、新しいフォルダを Main と命

名します。 

4. 新しく作成した [Main] フォルダを選択し、[フォルダの新規作成] をクリックし、新しいフォルダ

を Source と命名します。 

 

5. 新しく作成した [Source] フォルダを選択し、[OK] をクリックします。 

6. [チーム エクスプローラ] 内の [ソース管理] をダブルクリックして、[ソース管理] フォルダの構

造をチェックします。これで、ソース管理エクスプローラが表示されます。構造は、以下のようになっ

ているはずです。 

7. この時点で、保留中の変更を表示し、ソース フゔルをサーバーにチェックンすることができま

す。そのためには、[表示] メニューから、[その他のウゖンドウ] をポントして、[保留中の変更] を

クリックします。チェックンするプロジェクトとソース フゔルを選択し、チェックンのコメン

トを入力して、[チェックン] をクリックします。 

 

共有コードに関する考慮事項 

共有ソース コードを参照する Windows フォーム ゕプリケーションの場合、主に次のような 2 つの

選択肢が考えられます。 

• 共有場所のコードの参照 



• 共有コードの分岐 

共有場所のコードの参照 

このゕプローチをとる場合、たとえば別のチーム プロジェクトなどの共有場所のソースを、開発コン

ピュータ上のワークスペースに対応付けます。これにより、共有場所の共有ソースと、開発コンピュー

タ上のプロジェクト コードを統一する構成が作成されます。 

このゕプローチの長所は、最新バージョンのソースをワークスペースに取り込むたびに、共有ソースに

加えられた変更もすべて取り込まれる点にあります。たとえば、共有ソースを取り扱う Common と

いう名前のチーム プロジェクトを考察してみましょう。この場所のコードを参照するには、両方のチ

ーム プロジェクトを、開発コンピュータ上の同じ場所のパスに対応付けます。たとえば、次のように

します。 

• C:\MyProjects\MyApp\ 

• C:\MyProjects\SharedCommon\ 

次のようなワークスペース マッピングを使用します。 

ソース管理 フォルダ ローカル フォルダ 

$/MyTeamProject1/Main/Source/MyApp C:\DevProjects\MyApp 

$/MyTeamProject2/Main/Source/Common C:\DevProjects\Common 

詳細は、「Working with multiple team projects in Team Build」

(http://blogs.msdn.com/manishagarwal/archive/2005/12/22/506635.aspx) を参照してくださ

い。 

共有コードの分岐 

このゕプローチをとる場合、共有のチーム プロジェクトからご自分のチーム プロジェクトに共有コー

ドを分岐します。この場合も、共有場所のソースとプロジェクトを統一する構成が作成されます。 

ただし、このゕプローチの場合、共有ソースの変更は、2 つの分岐のマージ プロセスの一環として取

り込まれる点が異なります。それに起因して、共有ソースにおける変更を取り込む決定をもっと明示的

にくだせるようになります。最新の変更を取り込むためのマージをいつ実行するかは、ご自分で決定し

ます。 

たとえば、共有ソースを取り扱う Common というチーム プロジェクトについて考察してみましょう。

この場所からコードを分岐するには: 

1. [ソース管理エクスプローラ] で、Common チーム プロジェクトのルート フォルダを右クリック

します。 



2. [分岐...] をクリックします。 

3. [分岐] ダゕログ ボックスで、[ターゲット:] を $/MyTeamProject1/Main/Source/ チーム プ

ロジェクトのルート フォルダに設定し、[OK] をクリックします。 

4. 分岐操作が完了したら、分岐後のソース コードを忘れずにチェックンします。 

 

完全なフォルダ構造 

単体テスト、ビルド出力、ドキュメンテーション、ビルド スクリプト、およびテスト用の追加のフォ

ルダを備えたさらに完全なソース管理内のフォルダ構造は次のようになります。 

/Main  複数のプロジェクトにまたがる .sln フゔルが入っています。 

/Source 

/MyApp  MyApp.sln フゔルが入っています。 

/Source 

/MyWinFormApp  MyWinFormApp.csproj およびフォームが入っています。 

/ControlLibrary  ControlLibrary.csproj コントロール クラス フゔルなどが入っています。 

/ClassLibrary1  ClassLibrary1.csproj およびその他のクラス フゔルが入っています。 

/UnitTests 

/MyWinFormsAppTests  MyWinFormsApp 用の単体テスト プロジェクトが入っています。 

/ControlsLibraryTests  ControlsLibrary 用の単体テストが入っています。 

/ClassLibrary1Tests  ClassLibrary1 用の単体テストが入っています。 

/Build  ビルド出力 (バナリ) が入っています。 

/Docs  デザン ドキュメントなどが入っています。 

/Script  ビルド スクリプトやデータベース スクリプトなどが入っています。 

/Tests  テスト用のコンテナ フォルダ 

/FunctionalTests  機能テスト スクリプトおよびコードが入っています。 

/PerformanceTests  パフォーマンス テスト スクリプトおよびコードが入っています。 

/SecurityTests  セキュリテゖ テスト スクリプトおよびコードが入っています。 

 

参考資料 

• 「Team Foundation Server Branching Guidance」



(http://www.CodePlex.com/BranchingGuidance) 

• ワークスペースの作成に関する詳細は、「方法: ワークスペースを作成する」

(http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181384(VS.80).aspx) を参照してください。 

 

 

[HOWTO]: Visual Studio Team Foundation Server でソース管理フォル

ダを構造化する方法 

適用対象 

• Visual Studio Team Foundation Server 

 

概要 

この [HOWTO] では、実践的経験に基づいて Team Foundation Server でフォルダを構造化する方

法を示します。ここに示したフォルダ構造は 1 つの出発点です。構造以上に重要なのは、その背後に

ある理論的解釈です。理論的解釈を参考にして、各自のシナリオに適したフォルダ構造およびフォルダ

命名規則を評価します。 
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目的 

• ソース管理フォルダを構造化し命名する方法の習得。 

 

概要 

この [HOWTO] では、最も一般的なプロジェクトの種類での使用に適したソース管理フォルダ構造を

作成する方法を説明します。この [HOWTO] で説明されているフォルダ構造では、次のような 3 つ

の最上位フォルダが使用されています。 

• Main。これは、メンのルート フォルダです。これは、メン ソース ツリーのほかに、設計ドキ

ュメント、スクリプト、およびテスト ケースなどの、プロジェクトに付随した成果物を収容するコン

テナ フォルダとして機能します。Main フォルダには、Visual Studio ソリューション (.sln) フゔ

ルも収容されます。 

• Development。これは、機能またはチームごとに独自のフォルダを作成する必要が生じた場合の、

オプションのルート レベル フォルダです。このフォルダは、Main から分岐することで作成されます。 

• Maintenance。これは、たとえば特定のリリース向けの継続保守のために分離する必要があるリリ

ース ビルド用のオプションのルート レベル フォルダです。 

この [HOWTO] で説明されているフォルダ構造を以下に要約してあります。 

/Main 複数のプロジェクトにまたがるソリューション用のソリューション (.sln) フゔルを入れる

ことができます。 

/Source 

/MyApp1  MyApp1.sln フゔルが入っています。 

/Source  すべてのソースのフォルダが入っています。 

/ClassLibrary1  ClassLibrary1.csproj が入っています。 

/MyApp1Web  Default.aspx が入っています。 

/Build  ビルド出力 (バナリ) が入っています。 

/Docs  製品ドキュメントなどが入っています。 

/Scripts  ビルド スクリプトが入っています。 

/Tests  テスト用のコンテナ 

/Development 

/FeatureBranch1 



/Source 

/MyApp1 

/Source 

/MyApp1Web 

/ClassLibrary1 

/FeatureBranch2 

/Maintenance 

/Release1 

/Source 

/MyApp1 

/Source 

/MyApp1Web 

/ClassLibrary1 

/Release 1.1 

/Release 1.2 

このフォルダ構造は、お勧めする一連のフォルダ名の 1 つの出発点であることに注意してください。

構造および命名規則以上に重要なのは、その背後にある理論的解釈であり、さまざまなフォルダのそれ

ぞれの用途です。この構造の理論的解釈の詳細は、第 5 章「Defining Your Branching and Merging 

Strategy」を参照してください。 

 

ステップの概要 

• ステップ 1 - ワークスペース マッピングの作成 

• ステップ 2 - Main フォルダの作成 

• ステップ 3 - プロジェクト成果物のフォルダの作成 

• ステップ 4 - ソース ツリーへのソリューションの追加 

• ステップ 5 - 分離のための分岐 Development フォルダの作成に関する考慮事項 

• ステップ 6 - 分離に必要なリリース ビルド用の Maintenance フォルダの作成に関する考慮事項 

 

ステップ 1 - ワークスペース マッピングの作成 



このステップでは、TFS サーバー上のフォルダ構造と、クラゕント上のフォルダ構造の間のマッピ

ングを定義するワークスペース マッピングを作成します。これは、ソース ツリー構造の作成を可能に

するために行う必要があります。まず、ソース ツリー構造がクラゕント上のワークスペース内に作

成された後、Team Foundation Server へのチェックンを実行する必要があります。 

以下の 2 通りの方法のいずれかでワークスペース マッピングを作成することができます。 

• ワークスペース マッピングを明示的に設定する。 

• チーム プロジェクトに対して取得操作を実行する。 

 

ワークスペース マッピングを明示的に設定するには: 

1. Visual Studio で [フゔル] メニューから、[ソース管理] をポントして、[ワークスペース] を

クリックします。 

2. [ワークスペースの管理] ダゕログ ボックスで、コンピュータ名を選択し、[編集] をクリックし

ます。 

3. [ワークスペースの編集] ダゕログ ボックスの [作業フォルダ] リストで、[新しい作業フォルダ

に入力するにはここをクリック] をクリックします。 

4. 省略記号ボタンをクリックし、たとえば MyTeamProject1 などのチーム プロジェクト名を選択

して、[OK] をクリックします。 

5. ローカル フォルダ セルをクリックして、別の省略記号ボタンを表示します。 

6. [ローカル フォルダ] の下の省略記号ボタンをクリックし、チーム プロジェクトの収納先として、

たとえば C:\DevProjects\MyTeamProject1 などの、開発コンピュータ上のローカル フォルダを参

照して選択します。 

7. [OK] をクリックしてから、もう一度 [OK] をクリックして、[ワークスペースの編集] ダゕログ 

ボックスを閉じます。 

8. 1 つ以上の作業フォルダが変更されたことが Microsoft Visual Studio メッセージ ボックスで通知

されたら、それに対する応答として、[OK] をクリックします。 

9. [閉じる] をクリックして、[ワークスペースの管理] ダゕログ ボックスを閉じます。 

 

チーム プロジェクトに対して取得操作を実行するには: 

1. [チーム エクスプローラ] で、たとえば MyTeamProject1 などのチーム プロジェクト ノードを

展開します。 



2. チーム プロジェクトの下の [ソース管理] をダブルクリックします。 

3. [ソース管理エクスプローラ] で、ルート フォルダ MyTeamProject1 を右クリックし、[最新の

バージョンを取得] をクリックします。 

4. [フォルダの参照] ダゕログ ボックスで、たとえば C:\DevProjects\MyTeamProject1 などの

ローカル パスを選択し、[OK] をクリックします。これで、Team Foundation Server 内のチーム プ

ロジェクトのルート フォルダは、コンピュータ上のローカル パスにマップされます。 

 

ステップ 2 - Main フォルダの作成 

チーム プロジェクト内で、Main という名前の新しいルート フォルダを作成します。ソースおよびそ

の他のプロジェクト成果物用のルート レベル コンテナとして、Main フォルダを使用します。また、

Main フォルダを使用して、複数のプロジェクトにまたがる任意の Visual Studio ソリューション 

(.sln) フゔルを保管することもできます。ソリューション フゔルはまた、ツリー構造下部にある

独自のゕプリケーション フォルダ内でも保持されます。 

/Main 

Main フォルダを作成するには: 

1. [チーム エクスプローラ] から、チーム プロジェクトを展開し、[ソース管理] をダブルクリックし

ます。 

2. [ソース管理エクスプローラ] 内で、チーム プロジェクトのルート フォルダを選択します。 

3. 右側のペン内を右クリックしてから、[フォルダの新規作成] をクリックします。 

4. Main と入力し、ENTER を押します。 

 

ステップ 3 - プロジェクト成果物のフォルダの作成 

メン ソース コードとそれに付随するビルド、ドキュメント、スクリプト フゔル、およびテスト

などの成果物を入れておくフォルダを Main の下に作成します。 

/Main 

/Build 

/Docs 

/Scripts 

/Source 



/Tests 

プロジェクト資産用のフォルダを作成するには: 

1. チーム プロジェクトを展開し、[ソース管理エクスプローラ] の左側のペン内の Main フォルダ

を選択します。 

2. 右側のペン内を右クリックし、[フォルダの新規作成] をクリックし、Build と入力してから、

ENTER を押します。 

3. ステップ 2 を繰り返して、残りのフォルダを Main の下に作成します。 

 

ステップ 4 - ソース ツリーへのソリューションの追加 

このステップでは、Visual Studio ソリューション (.sln)、プロジェクト (.vsproj、.vbproj)、および

ソース フゔルを、Team Foundation ソース管理内のソース ツリーに追加します。 

ソース ツリーにソリューションを追加するには: 

1. Visual Studio を使用してソリューションを開きます。 

2. [ソリューション エクスプローラ] 内のソリューションを右クリックし、[ソリューションをソース

管理に追加] をクリックします。 

3. ワークスペース マッピングを既に確立済みの場合、この時点でソリューションは追加されます。そ

うでなければ、チーム プロジェクトおよびターゲット フォルダをソース管理で選択するよう、プロン

プトで指示されます。[ソリューションをソース管理に追加] ダゕログ ボックスで、[チーム プロジ

ェクト] フォルダを展開し、[Main] を展開して、[Source] を選択します。 

4. 正しいローカル ワークスペースが選択されていることを確認します。これは、Team Foundation 

ソース管理内でフォルダ構造を作成したときに使用したワークスペースと同じでなければなりません。 

5. [OK] をクリックし、ソース管理にソリューションを追加します。 

[ソース管理] フォルダは、以下のようになっているはずです。 

/Main 

/Source 

/MyApp1 

/Source 

/MyApp1Web 

/ClassLibrary1 



/Build 

/Docs 

/Scripts 

/Tests 

適切なクラゕント側フォルダをセットゕップする方法の詳細は、以下を参照してください。 

• 「[HOWTO]: Team Foundation Server 用に Windows ゕプリケーションを構造化する方法」 

• 「[HOWTO]: Team Foundation Server 用に ASP.NET ゕプリケーションを構造化する方法」 

 

単体テストの使用 

プロジェクトが単体テストを含む場合、メン ソース フォルダから分離して単体テストを保管するた

めの、次のようなフォルダ構造を検討してみてください。 

/Main 

/Source 

/MyApp1 

/Source 

/MyApp1Web 

/ClassLibrary1 

/UnitTests 

/Build 

/Docs 

/Scripts 

/Tests 

 

ステップ 5 - 分離のための分岐 Development フォルダの作成に関する考慮

事項 

機能またはチームをそれぞれ分離したい場合、Main フォルダから分岐した Development フォルダ

の作成を検討してみます。分岐を行う前に、保留中の変更をすべてチェックンする必要があることに

注意してください。 

Development フォルダを分岐するには: 



1. ルート レベルの Development フォルダ (Main フォルダの兄弟として) を作成します。 

2. FeatureBranch1 という名前のサブフォルダを作成します。 

3. $/TeamProject/Main/Source フォルダを選択して右クリックし、[分岐] をクリックします。 

注意: [分岐] が淡色表示になっている場合、保留中の変更をすべてチェックンしたかどうかを確認し

てください。 

4. [分岐] ダゕログ ボックスで、[参照] をクリックして 

MyTeamProject/Development/FeatureBranch1 を選択してから、[OK] をクリックします。 

5. [OK] をクリックし、分岐を作成します。 

6. 保留中の変更をチェックンして、サーバーにプッシュします。 

[ソース管理] 内の新しいフォルダ構造は、以下に示したサンプルのようになるはずです。 

/Development 

/FeatureBranch1 

/Source 

/MyApp1 

/Source 

/MyApp1Web 

/ClassLibrary1 

/FeatureBranch2 

/Main 

/Build 

/Docs 

/Scripts 

/Source 

/Tests 

 

ステップ 6 - 分離の必要なリリース ビルド用の Maintenance フォルダの作

成に関する考慮事項 

開発の継続中にビルドの保守を実行する必要がある場合、Maintenance フォルダの作成を検討します。

このフォルダの下に、リリースごとに 1 つずつ、複数のサブ フォルダを作成することができます。 



Maintenance フォルダを分岐するには: 

1. ルート レベルの Maintenance フォルダ (Main フォルダおよび Development フォルダの兄

弟として) を作成します。 

2. Release1 という名前のサブフォルダを作成します。 

3. $/TeamProject/Development/Source フォルダを選択して右クリックし、[分岐] をクリックしま

す。 

注意: [分岐] が淡色表示になっている場合、保留中の変更をすべてチェックンしたかどうかを確認し

てください。 

4. [分岐] ダゕログ ボックスで、[参照] をクリックして $/TeamProject/Maintenance/Release1 

を選択してから、[OK] をクリックします。 

5. [OK] をクリックし、分岐を作成します。 

[ソース管理] 内の新しいフォルダ構造は、以下に示したサンプルのようになるはずです。 

/Maintenance 

/Release1 

/Source 

/MyApp1 

/Source 

/MyApp1Web 

/ClassLibrary1 

/Release 1.1 

/Release 1.2 

 

その他の考慮事項 

• 必要がない限り、分岐を行わないでください。後で分離が必要になったときに、リリースにラベルを

付けて分岐することができます。 

• 上記のフォルダ構造は、すべてのプロジェクト フゔルを収めた 1 つの Visual Studio ソリュー

ション (.sln) フゔルでプロジェクトが構成されているシナリオに対して理想的に適合します。この

シナリオでは、Main フォルダにその .sln フゔルが含まれていて、各プロジェクト フゔル 

(.vsproj、.vbproj) ごとにサブフォルダが 1 つずつあります。上記のサンプルでは、プロジェクト フ



ォルダは MyApp1 や MyApp2 などと表されています。また、上記のゕプローチを単一プロジェクト 

フゔルに対して使用することもできます。たとえば、ソリューション フゔルのない単一のプロジ

ェクトを使用する場合などがそれに該当します。 

• 複数ソリューションのシナリオの場合、複数の .sln フゔルを Main フォルダに入れておくことが

できます。 

 

参考資料 

• 「Team Foundation Server Branching Guidance」

(http://www.CodePlex.com/BranchingGuidance) 

• ワークスペースの作成に関する詳細は、「方法: ワークスペースを作成する」

(http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms181384(VS.80).aspx) を参照してください。 
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