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本書は『Visual Studio Team System 2008 Capabilities White
Papers ― Integrate Work Frequently with Visual Studio Team
System 2008』の日本語訳です。
原書は以下の URL より入手いただけます。
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概要

ソフトウェゕ開発では、コードの記述、テスト、および配置を行い、最
終的にコードの正確性を開発チームに報告するフゖードバック ループが
必要です。このフゖードバックが開発チームに届くまでの時間が長くな
ればなるほど、開発チームが必要な変更を加えることは難しくなり、新
機能の完成やバグ修正の完了までに時間がかかるようになります。
Microsoft® Visual Studio® Team System 2008 では、このフゖード
バック ループを短縮するための方法がいくつか提供されます。これらの
方法を使用すると、開発チームはコードの正確性に関するより詳しい情
報を、従来よりも迅速に入手できるようになります。
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コンパル、統合、および配置

多くのソフトウェゕ開発チームにとって改善の余地がある作業は、コン
パル、統合、および配置の 3 つです。大規模なプロジェクトでは、こ
れらの作業は複雑になるので、プロジェクトをビルドする作業、および
そのプロジェクトを異なるチームのプロジェクトと正しく連携させるた
めの作業を専門に行う開発者を用意することがよくあります。多くの場
合、ビルドや配置を成功させるには、このような専任の開発者を用意し、
それらの開発者が持つ詳細な知識に頼って、必要な手順を実行する必要
があります。
コンパイル : .NET Framework ベースのゕプリケーションをコンパ
ルする場合、sc.exe や vbc.exe などのコンパラでソース コードを実
行し、出力ゕセンブリを生成します。異なる種類の .NET Framework
ベースのプロジェクトでは、必要になるコンパル オプションも異なる
ので、コンパラでは、さまざまな設定や可変要素がサポートされます。
プロジェクトのラフサクル全体を通じて、常にまったく同じプロセ
スと設定を使用して .NET Framework ベースのプロジェクトを何度も
コンパル (またはビルド) することは簡単ではありません。
統合 : .NET Framework ベースのゕプリケーションの統合とは、異な
るプロジェクトどうしが互換性を保ち、密接に連携できるようにするプ
ロセスのことを指します。1 つの .NET ゕセンブリのみを使用するソフ
トウェゕ ゕプリケーションはほとんどありません。あるゕセンブリ (ま
たはそのビルド プロセス) に変更を加えると、それに依存するゕセンブ
リでエラーが発生することがよくあります。このようなエラーはコンパ
ル フェーズでは明らかにならないことが多く、統合フェーズになって
初めて検出されます。
配置 : .NET Framework を使用してビルドしたソフトウェゕを配置す
る場合、さまざまな設定や作業が必要になる可能性があります。通常は
少なくとも、一連のフゔルをコピーし、それらのコピーを配置パッケ
ージやンストール パッケージなどにパッケージ化する作業が発生しま
す。これに加えて、ゕセンブリの署名、構成フゔルの更新、データ ソ
ースのパッケージ化、および各プロジェクトに固有のその他の多くの作
業が発生する可能性があります。多くの場合、複雑な開発プロセスは、
自動化しない限り、エラーが発生しやすくなります。
Team System は、堅牢性と拡張性の高いバージョン管理システムと、
強力で柔軟なビルド サーバーという 2 つの重要な機能によって、これ
らの問題に対処します。これら 2 つの機能を組み合わせて使用すること
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によって、問題をほとんど発生させることなく、複数の開発チーム間で
共同作業とプロジェクトの統合を行い、自動化された方法でプロジェク
トのビルドを繰り返し実行できます。
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問題の一般的な原因

通常、1 人の開発者が構築した小さなゕプリケーションはビルドと配置
が非常に簡単で、たいてい統合作業は必要ありません。ただし、2 人目
の開発者がチームに参加した瞬間、多くの問題が発生し、これら 3 つの
作業が複雑になる可能性があります。チームの開発者の人数が増えるに
つれ、これらの作業は複雑になる一方です。大規模な開発チームが直面
するいくつかの一般的な問題を次に示します (ただし、問題は以下のも
のに限定されません)。



サブプロジェクトのラブラリのバージョンが一致しない



チーム メンバ間 (またはチーム間) で構成フゔルに互換性がない



チーム メンバ間でプロジェクトまたはソリューションの構造に互換
性がない



複数のチーム メンバがフゔルに加えた変更をマージすることが困
難である



異なるフォルダ構造、および異なるルート パスとルート プロジェク
トが、特定のフゔル システム リソースに依存している



過去のリリースのコードの各バージョン、または顧客に固有のバー
ジョンを管理することが困難である



プロジェクトの依存関係が拡大するにつれ、ビルドを成功させるた
めに必要なすべてのフゔルを用意することが難しくなる



大規模なプロジェクトの配置要件が複雑になる可能性がある



その他の多くの問題

これらの問題の多くは、バージョン管理ソフトウェゕを使用しなければ、
解決することが非常に難しく、時間もかかる可能性があります。さらに、
プロジェクトを統合、コンパル、および配置する作業は、複雑になれ
ばなるほど実施される回数が減少します。その結果、リリース回数が減
少し、バグが発見されてから修正プログラムがリリースされるまでの時
間が非常に長くなります。

必要な知識を保有する限られた主要メンバ
大規模なプロジェクトのビルドを正しく配置する作業は複雑になる可能
性があるので、1 人以上のチーム メンバが、プロジェクトの統合、コン
パル、および配置を専門に行うことが一般的です。ビルド担当者はフ
ゔル システムの内容を理解し、多くの場合、そのフゔル システム
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をプロジェクトに合わせてどのように構成するかを残りのチーム メンバ
に指示する必要があります。また、必要なソース コードにゕクセスして
プロジェクトをコンパルし、そのプロセスで発生した統合に関する問
題を解決する必要があります。最後に、ビルド担当者はプロジェクトの
配置方法を把握している必要があります。通常、プロジェクトの配置は、
開発、品質保証、およびリリースの配置とは別のプロセスです。
1 人の開発者を特定の作業に専念させ、(他の開発者に、十分に理解して
いない複雑なビルド プロセスを実行させることなく) その開発者に適切
な作業方法を理解させることは理にかなっていますが、1 人 (または複
数) の開発者をこの作業に専念させることによって、非常にコストがか
かる可能性があります。また、これによって組織の "単一障害点" が発
生します。いざ配置を実行するときになって、ビルド担当者が体調を崩
したらどうなってしまうでしょうか。

各ビルドおよび配置の重要性
一般的に、大規模なプロジェクトにおける各ビルドおよび配置は、成功
するかどうかわからない重要な作業です。多くの場合、ビルド担当者が
用意される理由は、ビルドおよび配置プロセスの複雑さが増していき、
チームが、数時間から数日の手戻り作業を発生させることなく、正常に
ビルドと配置を完了できるかどうか、徐々に不安になるからです。専任
のビルド担当者を用意した場合でも、多くの大規模なプロジェクトでは、
ビルド担当者が数時間、場合によっては数日かけてビルドと配置を完了
します。

時間を持て余す品質保証担当者
ゕプリケーションを正常に動作させることが重要な作業である場合、そ
の作業を単純化または自動化すれば、作業の発生頻度は減少します。品
質保証チームは、作業対象となる最新バージョンのプロジェクトがない
場合、たいていプロジェクトの古いバージョンを使用して作業を行うか、
テストの対象となる次の適切なビルドが完成するまで、ただ待機しなけ
ればなりません。

回帰バグを検出および修正することの難しさ
回帰バグとは、ゕプリケーションのある部分に対して行った機能強化や
バグ修正が原因で、システムの他の部分で新たに発生したバグのことを
指します。回帰バグは、特に、一連のテストが自動化されていない、密
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接に連携し合うシステムで発生します。このバグは、ゕプリケーション
のコードの中でも、あまり作業対象にならないが、開発中のコードに依
存している部分で発生する傾向があるので、検出や修正が最も厄介かつ
困難なバグの 1 つです。
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TEAM FOUNDATION SERVER
のバージョン管理

Microsoft Visual Studio Team System 2008 Team Foundation
Server では、Microsoft SQL Server に基づいて構築された、フル機能
のバージョン管理システムが提供されます。Team Foundation Server
のバージョン管理では、分岐とマージ、チェックン ポリシー、作業項
目の関連付け、シェルブ、ワークスペース、変更セット、比較などがサ
ポートされます。これらの機能を使用することによって、チーム環境で
のソフトウェゕ開発に関連する多くの問題に対処できます。

堅牢性と拡張性
Team Foundation Server のバージョン管理システムは、真のエンター
プラズ RDBMS である Microsoft SQL Server® に基づいて構築され
ているので、非常に高い堅牢性と拡張性が提供されます。一部のバージ
ョン管理システムでは、データ ストレージとしてフゔル システムが
使用され、その結果、フゔルのロックや破損などの問題が発生するこ
とがよくあります。Team Foundation Server のバージョン管理では、
データのストレージにデータベースが使用されるので、これらの問題を
回避できるだけでなく、優れたレポート機能も提供されます。

分岐とマージ
分岐とマージは表裏一体です。分岐からマージまでの間、開発者は、他
の開発者の作業を妨げることなく、同じ一連のフゔルを使用して作業
を行うことができます。チームは、あるゕプリケーションの共通領域に
対して作業を行う必要があるが、他のチームの作業を妨げたくない場合、
作業対象のコードを分岐した後 (実質的には、ソース管理内の別の場所
にフゔルのコピーを作成します)、コードに必要な変更を加えます。更
新が完了したら、分岐とは逆のプロセスであるマージを実行して、変更
を反映し、ソース管理内のメン ソース ツリーに再度取り込みます。

分岐の一般的なシナリオとしてもう 1 つ考えられるのは、製品の出荷バ
ージョンごとに個別の分岐を作成する場合です。これにより、以前のバ
ージョンのゕプリケーションにバグ修正を適用しつつ、次のバージョン
のゕプリケーションに対して新しい作業を行うことができます。前のバ
ージョンを分岐しなかった場合、実装したすべてのバグ修正はゕプリケ
ーションの最新バージョンにのみ適用されることになります。その理由
は、このコード内に既に新しい機能 (完成版または開発中) が実装され
ている可能性が高いからです。
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分 岐 と マ ー ジ を 効 果 的 に使 用 す る 方 法 の 詳 細 に つい て は 、 『 Team
Foundation Server 分岐のガダンス』を参照してください。

チェックイン ポリシーと作業項目の関連付け
Team Foundation Server のバージョン管理では、チェックン ポリ
シーがサポートされます。このため、開発者はソース管理に再度コード
をチェックンする際に、特定の手順を実行する必要があります。一般
的なポリシーの中には、変更した内容について開発者がなんらかのコメ
ントを入力することや、すべてのチェックンを作業項目に関連付ける
ことを要求するものもあります。作業項目は、バグ、機能、タスク、お
よびシステム内におけるその他の作業の単位を表します。また、各チェ
ックンに作業項目を直接関連付けることができるので、コードのレビ
ュー時に、特定の機能やバグ修正を完了するためにどのフゔルが変更
されたかを容易かつ正確に確認できます。Team Foundation Server に
は、既定でさまざまなチェックン ポリシーが付属しています。また、
その他にも、Team Foundation Server の開発者コミュニテゖから多く
のポリシーをダウンロードできます (もちろん、独自にポリシーを作成
することもできます)。

シェルブ
シェルブを使用すると、開発者は保留中の一連の変更をチェックンせ
ずに、一時的に Team Foundation のバージョン管理に格納しておくこ
とができます。これにより、いくつかのシナリオでチームの生産性を向
上させることができます。たとえば、開発者が優先順位の高い作業に取
り組むために、長期にわたる一連の変更を一時的に格納しておいたり、
同じく開発者が (おそらくレビュー プロセスの一環として) 一連の変更
をチェックンせずに、別の開発者と共有したりすることが可能になり
ます。また、シェルブによって、開発者のコンピュータで障害が発生し
ても、開発中のコードが保護されます。チームによっては、開発者がそ
の日の作業を終えたときに、開発中のコードをシェルブするよう要求す
ることもあります。

まとめてシェルブされる一連のフゔルをシェルブセットと呼びます。
同様に、コードをチェックンする際に、チェックンに関連付けられ
る各フゔル セットを変更セットと呼びます。コードのシェルブはチェ
ックンと同じくらい簡単です。また、図 1 が示すように、シェルブセ
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ットには、変更セットと同様に、コメント、関連付けられた作業項目、
およびメモを含めることができます。

図 1. シェルブではチェックインの場合と同様、シェルブセットの変更
内容を入力する
Team Foundation のバージョン管理におけるシェルブの詳細について
は、「チュートリゕル : ソース管理項目のシェルブ」を参照してくださ
い。

チェックアウト時の最新バージョンの取得
Visual Studio の [オプション] ダゕログ ボックスにある [チェックゕ
ウト時に項目の最新バージョンを取得する] チェック ボックス (図 2 参
照) をオンにすると、多くの開発者は、作業中のフゔルに加えた変更
をマージする必要がなくなります。既定では、このチェック ボックスを
オンにしなかった場合、フゔルを編集したときにそのフゔルがチェ
ックゕウトされますが、最新バージョンは取得されません。そのため、
フゔルを編集する前に定期的に最新バージョンを取得しない開発者は、
フゔルの以前のコピーを使用して作業することが多くなり、チェック
ンの実行時に変更をマージする必要があります。[チェックゕウト時に
項目の最新バージョンを取得する] チェック ボックスをオンにすると、
フゔルのチェックゕウト時に最新バージョンが取得されるので、開発
者は常に、最後にチェックンされたバージョンのフゔルを使用して
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作業できるようになります。このような簡単な変更を行うだけで、開発
者の作業時間を節約できます。

図 2. Visual Studio の [オプション] ダイアログ ボックスにある [チ
ェックアウト時に項目の最新バージョンを取得する] チェック ボックス
をオンにする

Team Foundation のバージョン管理の主なメリット
開発チームは、タスク管理とレポートが統合されたフル機能のソース管
理リポジトリを使用して、効率的に共同作業を行い、頻繁に作業を統合
できます。分岐とシェルブを使用すると、並行開発を実行できるので、
共有フゔルを使用した作業を他の開発者が完了するまで待機すること
がほとんどなくなります。[チェックゕウト時に項目の最新バージョンを
取得する] チェック ボックスなどの新機能により、変更をマージする必
要性が低下し、メンバ全員がプロジェクトの最新バージョンのソース コ
ードを使用できるので、生産性が向上します。
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チーム ビルド

Team Build 2008 は、複数のコンピュータで、自動化されたビルド (お
よびその他のタスク) を繰り返し実行できる、優れたビルド管理ツール
です。チーム ビルドは、MSBuild を使用して、各ビルドで実行するタ
スクを定義し、Web サービスを使用して、Team Foundation Server
とビルド サーバーとの間で通信を行います。ビルドはチーム エクスプ
ローラ内で定義された後、Team Foundation Server のバージョン管理
に格納されます。これにより、チーム全体がビルドを利用できるように
なり、バージョン管理と変更の追跡が可能になります。

継続的インテグレーション
チーム ビルドでは、継続的ンテグレーションを可能にするいくつかの
新機能が導入されています。継続的ンテグレーションとは、プロジェ
クトのソース フゔルへの変更がコミットされるたびにビルドをトリガ
する動作のことを指します。継続的ンテグレーションには、いくつか
のメリットがあります。たとえば、統合エラーや単体テストのエラーを
迅速に検出したり、品質保証やリリースの目的で、正常に動作する最新
のビルドを常に提供したりできます。継続的ンテグレーションを効率
的に行うには、次の 2 つの要件が満たされる必要があります。



チェックンが完了するたび、または関連する一連のチェックン
が完了するたびに、自動的にビルドをトリガする必要があります。



ビルドが失敗した場合、できるだけ早くコードを修正できるように、
そのことをチーム メンバに通知する必要があります。

継続的ンテグレーションは、最近のソフトウェゕ開発におけるベスト
プラクテゖスであり、現在の多くのソフトウェゕ開発手法の 1 つとして
推奨されています。継続的ンテグレーションを使用すると、大部分の
プロジェクトを強化できます。また、チーム ビルドによって、ビルド
サーバーを簡単に構成できるようになります。

チーム ビルドに 2 つの新機能が導入されたことによって、継続的ン
テグレーションのシナリオが可能になりました。
ビルドでは、トリガ、つまり自動的にビルドを実行するベントがサポ
ートされます。既定では、ビルドにトリガは設定されていませんが、チ
ェックンごと、またはスケジュールした特定の曜日 (毎晩、毎日、ま
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たは毎週実行するビルドの場合) にビルドをトリガするように構成を変
更できます。また、ビルド中に発生したチェックンが 1 つの新しいビ
ルドにまとめられるようにチェックンごとのビルド数を制限したり、
何分かおきにビルドが実行されるように制限を適用したりすることによ
って、最適な構成を使用できます。図 3 は、[ビルド定義] ダゕログ

ボックスで提供される、トリガを管理するためのオプションを示してい
ます。
図 3. Team Build 2008 のトリガを使用すると継続的インテグレーシ
ョンが実現される

継続的ンテグレーションによって大幅に増加するビルドの回数に対処
するために、各ビルドで生成された成果物の管理に役立つ機能も追加さ
れました。図 4 は、[ビルド定義] ダゕログ ボックスの [ゕテム保
持ポリシー] メニューを示しています。このメニューを使用すると、ビ
ルドの結果に基づいて、保持する必要があるビルドのコピー数を指定で
きます。
図 4. アイテム保持ポリシーを使用して、サーバーに格納するビルドの
数を制限する

通知とレポート
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継続的ンテグレーションのループを終了するには、ビルドが失敗した
とき、またはビルドが修正されたときにチーム メンバにそのことを通知
す る 方 法 が 必 要 で す 。 Team Foundation Server Power Tools –
December 2007 Release では、ユーザーのデスクトップでシステム
トレ ゕコンとして動作するビルド通知ツールが導入されています。
このビルド通知ツールを構成して、チーム プロジェクト内のビルド定義
ごとに、ビルドが開始、キュー、および終了したときに通知を表示でき
ます。図 5 はビルド通知ツールの構成オプションを示し、図 6 はユー
ザーのデスクトップのシステム トレ領域に通知がどのように表示され
るかを示しています。

図 5. 特定のビルド定義、イベント、およびトリガするユーザーを選択
して通知を構成する
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図 6. 監視対象のイベントが発生したときは必ずシステム トレイの上部
にビルド通知が表示される
プロジェクトで問題が発生すると、開発チームの各メンバにそのことが
すぐに通知されます。発生した問題に対する責任を負った開発者 (通常
は、最後にそのプロジェクトにコードをチェックンした開発者) は、
すぐに問題に対処し、ビルド サーバーで正常にプロジェクトをビルドで
きるように、コードに変更を加えて再度チェックンします。これによ
り、自動化されたビルドでの問題の発生期間をできる限り短くし、それ
と同時に、バグを迅速に検出して修正できるようになります。また、チ
ームは、ビルド サーバー上でビルドに関する問題が発生しないよう努力
した方がよいでしょう。この問題は、多くの場合、変更をチェックン
する前にローカルでテストを実行することで回避できます。

Team System に は 、 通 知 だ け で な く 、 Microsoft SQL Reporting
Services に基づいて構築された機能豊富なレポートも含まれます。プロ
ジェクトの関係者は、最近のビルドとチェックンに関する情報をすぐ
に確認したり、関心のある情報を含む定期的なレポートを購読したりで
き ま す 。 SQL Reporting Services に よ っ て 、 Visual Studio Team
System 2008 のレポート エンジンが強化されます。関連するビルドの
品質およびテストの成功率と共にビルドを一覧表示する単純なレポート
は、新しいプロジェクトで提供される約 20 個のレポートのうちの 1 つ
にすぎません。図 7 は、特定のチーム プロジェクトのチーム エクスプ
ローラ内で利用できる、一部のサンプル レポートを示しています。
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図 7. チーム プロジェクトには多くの組み込みレポートが含まれており、
必要に応じて新たなレポートを追加できる

単体テストとコード分析
ビルドを自動化し、繰り返し実行できるようにすると得られる主なメリ
ットの 1 つは、コードの品質が向上することです。これを実現するには、
単体テストを行って、コードで目的の処理が行われているかどうかを確
認し、静的コード分析を行って、コードが指定された規則やベスト プラ
クテゖスに従って記述されているかどうかを確認します。開発者は、チ
ーム ビルドを使用すると、これらの両方のプロセスをビルド定義に含め
て、各ビルドで簡単に実行できます。これを継続的ンテグレーション
と組み合わせると、単体テストで失敗するコードがチェックン直後に
検出されるようになるので、コードの品質が大幅に向上します。

ビルド管理
Microsoft Team System では、プロジェクトをビルドするそれぞれの
方法が、個別のビルド定義になります。このため、チーム エクスプロー
ラ を 使 用 し て ビ ル ド 定 義 を 作 成 し 、 こ の ビ ル ド 定 義 を Team
Foundation Server のバージョン管理に格納します。ビルド定義を作成
した後は、必要な特権を持つすべてのユーザーが任意のコンピュータか
らこれらのビルドにゕクセスできます。このため、プロジェクト チーム
のすべてのメンバがビルドを開始できます。また、各ビルドの結果は記
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録され、さまざまなレポートに含まれます。さらに、複数のコンピュー
タでビルドを実行できるので、1 台の Team Foundation Server があ
れば、チーム ビルドを実行している多くのサーバーで同時にビルドを開
始できます。

カスタム ビルド タスク
Team System のビルド定義は、MSBuild プロジェクト フゔルに依
存して、実行するタスクを定義するので、非常に簡単にカスタム ビルド
タスクを定義できます。コードのコンパル、テスト、および配置に関
連しないものもありますが、MSBuild タスクとして記述できるすべての
タスクがサポートされており、その種類は非常に広範です。たとえば、
XML コメントからドキュメントを生成したり、長期にわたるタスクをス
ケジュールしたり、現在の Web サトの稼働時間やデータベースの整
合性をテストしたりするカスタム ビルド タスクを作成できます。実質
的には、ビルド定義として定義できる内容に制限はありません。また、
Team System では、トリガとスケジュールを使用して、プロジェクト
のビルド プロセスを管理するときと同じくらい簡単にカスタム タスク
を管理できます。
カスタム ビルド タスクと共に、非常に強力なゕプリケーション サーバ
ーとしてチーム ビルドを使用し、さまざまなスケジュールやベントに
応じて、スケジュールまたはトリガされたゕプリケーションとワークフ
ローを実行できます。

チーム ビルドの主なメリット
ビルド プロセスが管理され、ビルドが頻繁に実行されることによって、
バグが発生してから検出されるまでの時間が短縮され、チームの生産性
が向上します。また、ビルドおよび配置プロセスに関する重要な情報は、
ソース管理内で保護され、プロジェクト チームのすべてのメンバに提供
されるので、専任のビルド担当者を用意する必要はありません。さらに、
通知およびレポート ツールによって、情報を必要とするプロジェクト
メンバに、迅速に情報が提供されます。
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まとめ

堅牢性と拡張性の高いバージョン管理システム、および自動化された柔
軟なビルド システムを組み合わせて使用することによって、ソフトウェ
ゕ開発チームの生産性と品質を向上させることができます。開発者は、
簡単に共同作業を行うことができるだけでなく、統合に関する問題をす
ばやく検出して通知できるので、ゕプリケーション開発を非常に速いペ
ースで進め ることが でき ます。 Visual Studio Team System 2008
Team Foundation Server によって、バグの発生から検出および修正ま
でのフゖードバック ループが短縮され、ソフトウェゕ開発チームの効率
が大幅に向上します。

関連情報
Team Foundation Server 分岐のガダンス
Team Foundation Server Developer Center (英語)
Team Foundation Server 2008 Power Tools (英語)
Final TFS 2008 Feature List (英語)
Introduction to Team Build 2008 for Team Build 2005 Users (英
語)
TFS 2008: A basic guide to Team Build 2008 (英語)
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