
Surgical Science 社での SVN から
Plastic SCM への移行方法 
こんにちは。私の名前は Göran Wallgren です。私はこのゲストブログ記事を書くように招

待され、どのようにしてバージョン管理システムを SVN から Plastic SCM に切り替えたか

を紹介します。私は Surgical Science 社（スウェーデン）に勤務しており、15 年以上にわ

たって医療シミュレーショントレーニング用の製品を開発しています。 

 

背景 

最初は CVS でバージョン管理をしていましたが、約 10 年前に SVN（Subversion）と

TortoiseSVN に移行しま した。2015 年の夏、私たちはついに Plastic SCM への移行を決めま

した。Git や Mercurial ではなく Plastic を選んだ主な理由は、高度なマージや大規模なバ 

イナリファイルの処理に加えて、集中型と分散型（DVCS）の両方で動作することで、SVN

からの切り替えが 容易になったことです。チェンジセット番号の付け方も、SVN のものと

よく似ています。 

 

移行の時点で、メインの SVN リポジトリ（約 20GB）には、14 年間のコードとデータの履

歴から 28000 近くの リビジョンがありました。トランクのすべてのリビジョンを残した

いと考えていましたが、インポートの際 に非アクティブなブランチを除外したり、Plastic



で一部のパーツを別のリポジトリに分割することにしまし   た。最終的に、メインの

Plastic リポジトリにインポートされたチェンジセットの数は 17000 を超えました。 

 

Plastic は SVN から直接インポートできないので、移行には Git を使わなければなりませ

ん。以前は、Git の fast-export と Plastic の fast-import を使わなければなりませんでした

が、これにはいくつかの問題がありました（主に、Git がディレクトリの削除を fast-

export ファイルに記録しないため）。しかし、PlasticGitSync 機能により、Plastic SCM は

HTTP/HTTPS や GIT プロトコルを介して Git と直接対話できるようになりました。 

 

データの実際のインポートの他に、SVN で使用していたいくつかの機能、主に

svn:externals と TortoiseSVN の SubWCRev ツールを置き換える方法を見つける必要がありま

した。この記事の最後では、これに関するいくつ かの有用なヒントを紹介します。 

準備編 

少しでも早く作業を進めるために、SVN リポジトリが置かれている Windows Server マシン

上でローカルに移行を行いました。作業を始める前に、Git for Windows と Plastic SCM 

Server をインストールしました。Git   ディストリビューションには Git Bash シェルが含ま

れており、Unix ライクなコマンドやスクリプトを使って移行作業を簡単に行うことができ

ます。Plastic サーバーをインスト ールする際に、ポート 8088 で SSL を有効にすることに

しました。これは、ローカルの Plastic の URL が ssl://l ocalhost:8088 であることを意味しま

す。 

注：ここでの移行手順は Windows プラットフォームを対象としていますが、シェルベー

ス（および Java ベース） のコマンドは Mac や Linux でも動作するはずです。しかし、

Plastic GitSync 機能は Mac や Linux ではまだ GUI がないので、これらのプラットフォー

ムでは cm sync git シェルコマンドを代わりに使う必要があります。 
 



以下のガイドでは、D:/Dev/svn/repo1/にある SVN からリポジトリを移行すると仮定しま

す。このリポジトリは、トランクとブランチのディレクトリが、リポジトリのルートに直

接ではなく、myroot というディレクトリの下にあるという、標準的ではないレイアウト

になっています。ここでは trunk と mybranch と呼ばれる branch をインポートします。 

ステップ 1： ローカル SVN サーバの起動 

ローカルで Subversion に高速に読み取り専用でアクセスするために、別のシェルウィンド

ウで以下のコマンドを発行して、軽量の SVN サーバーデーモンを起動します。 

> svnserve -d -r D:/Dev/svn/ -R 

 

svnserve コマンドは、停止するまでビジー状態になるサーバープロセスを作成します。リ

ポジトリは、SVN    プロトコルでローカルにアクセスできるようになりました（デフォル

トのポート 3690）。セキュリティのために、このポートがインターネットに公開されな

いようにする必要がある かもしれません。 

ステップ 2：Git リポジトリの初期化 

ここで、Git に新しい Git リポジトリを D:/Dev/git/repo1/ に作成してもらい、SVN リポジト

リからのインポートに備えます。 

> mkdir -p D:/Dev/git/repo1/ 

> cd D:/Dev/git/repo1/ 

> git svn init svn://localhost/repo1/ 

 

gitsvninit コマンドは、カレントディレクトリに .git サブディレクトリを作成し、空の Git 

リポジトリを初期化します。さて、ローカルファイル .git/config を編集して、インポート

したいブランチを指定しましょう。 



... 

[svn-remote "svn"] 

url = svn://localhost/repo1 

fetch = myroot/trunk:refs/heads/master 

fetch = myroot/branches/mybranch:refs/heads/mybranch_imported 

... 

 

この例では、trunk を Git の master ブランチに、mybranch を mybranch_imported という名

前の Git ブランチにマッピングしています。こうすることで、移行中にブランチ名を変更

する機会を得ることができます。 

Step 3: バージョン履歴を Git に取り込む 

上記の設定ファイルを編集した後、関連するすべてのリビジョンを SVN から取得して続

行します。 

> git svn fetch 

> git reset --hard 

 

gitsvnfetch コマンドは、追跡している SVN リポジトリから以前にアンフェッチされたリビ

ジョンをすべて取得します。フェッチが完了した後、Git 作業ツリーの状態をクリーンア

ップするためには git reset コマンドが必要です。(git svn コマンドは SVN との双方向の同期

にも使えますが、ここでは履歴を取り込むためだけに使います)。 

重要: バージョン数が非常に多く、リポジトリに大量のデータがある場合、git svn fetch

コマンドの実行には数日(！)かかることがあります。ユーザーが SVN へのコミットを続け

ている場合は、上記の fetch コマンドを再実行して新しいリビジョンを取得することがで

きます。このステップに進む前に、SVN リポジトリのパーミッションを変更して読み取り

専用にし、最後にもう一度 fetch コマンドを実行した方がいいかもしれません。 
 

 



取り込みが完了したら、取り込んだブランチと Git の履歴を確認しましょう。SVN の履歴

に移動したブランチが含まれている場合は、Git が余分なブランチを作成している可能性

があるので、Plastic にインポートする前にそれを削除する必要があります。 

上級者向け:移行の際に作者のユーザー名を再マッピングしたい場合は、マッピング用の

テキストファイルを fetch コマンドに渡します。 

git svn fetch -A authors.txt 

また、インポートされたコミットのたびに、Git はログメッセージに git- svn-id で始まる

文字列を追加します。この文字列には、SVN の対応するブランチとリビジョン番号への参

照が含まれます。これらの文字列を読みやすくするには、上級者向けのコマンド(git 

filter-branch) 

git filter-branch --msg-filter <command> 

を使用します。(Plastic では GUI でチェックインのコメントを変更することができます

が、現在のところスクリプトからこれを行うことはできません。しかし、Plastic のアド

バンストクエリや execquery コマンドを使えば可能になるかもしれません) 
 

Step 4: ローカル Git サーバーの起動 

ここでは、GIT プロトコルを使って Git リポジトリにアクセスするために git daemon コマ

ンドを使ってみました。最初はうまくいったのですが、非常に大きなファイルをたくさん

含むリポジト リではすぐにタイムアウトの問題が発生しました。そこで、代わりに HTTP 

プロトコルを使うことにしました。 

 

HTTP/HTTPS 経由で Git を提供する方法はいくつかありますが、私たちは SCM-Manager と

いうフリーの Java ベースのツールを見つけました。このツールを使うと、カスタムのポ

ートを使っ て HTTP 経由でローカルに Git リポジトリを提供することが素早く簡単にでき



ます。(セキュリティのために、 このポートがインターネットにさらされないようにする

必要があるかもしれません)。 

 

SCM-Manager ツールのセットアップ方法は、彼らのサイトの wiki に記載されています。

基本的には、インストー ル後、同梱のファイル conf/server- 

config.xml を編集して、使用するカスタム HTTP ポートを設定します。この例では、次のよ

うに設定しています。 

<SystemProperty name="jetty.port" default="8082" /> 

 

次に、付属の bin/scm-server.bat ファイルを使って SCM-Manager のウェブサーバを起動し

ます。(Mac/Linux では、bin/scm-server を使用してください。) http://localhost:8082/で Web

ブラウザを開き、デフォルトのユーザ/パスワード(scmadmin/scmadmin)でログインしま

す。 

 



次に、Web インターフェースを使って既存の Git リポジトリをインポートし、HTTP でア

クセスできるようにします。Config - Repository Types - Git Settings - Repository directory で、

Git リポジトリのパスを入力します。この設定を保存してから、Main - Import Repositories - 

Git - Import from directory に進みます。この設定が終わったら、次のような Git コマンドを

使って接続をテストします。 

> git ls-remote http://localhost:8082/scm/git/repo1/ 

 

Step 5: GitSync で Plastic にインポートする 

これで、GitSync 機能を使って Git から Plastic にインポートするための準備が整いました。

(ここではインポートのためだけに GitSync を使っていますが、実際には双方向なので、必

要に応じて Git との同期を続けることもできます)。まず、Plastic のメイン GUI を起動し、

Plastic サーバーに新しいリポジトリを作成します。新しいリポジトリを右クリックして

「ブランチの表示」を選択 します。Branches ビューで /main を右クリックし、Replication - 

Sync with Git を選択します。 



 

リポジトリの URL を「http://localhost:8082/scm/git/repo1/」と入力し、SCM- Manager ツー

ルのデフォルトのユーザー名とパスワードを入力します。 



 

Sync をクリックして、Plastic が Git リポジトリを複製するのを待ちます。 

 



同期が完了すると、Git の master ブランチ（元々は SVN の trunk）が Plastic の/main で作成

しました。他のブランチはトップレベルのブランチとしてインポートされています。 

注：Mac や Linux では、GitSync の GUI はまだありませんので、代わりに以下のシェル

コマンドを使用する必要があります。 

cm sync repo1@ssl://localhost:8088 git 
http://localhost:8082/scm/git/repo1/ --user=scmadmin --
pwd=scmadmin 

 

ステップ 6: SVN の便利な機能の代替品を探す 

移行が完了した後、私たちは Subversion で使用していたいくつかの特別な機能の適切な代

替品を見つける必要 がありました。ここでは、最も有用なヒントをリストアップしてい

ます。 

svn:ignore 

svn:ignore を置き換えるのは簡単です。ワークスペースのルートに ignore.conf というファ

イルを置いて、プライベートなアイテム（バージョン管理下に置かない）とみなすべきフ

ァイルやフォルダを指定するだけです。この ファイルをチェックインすることで、同僚

も同じ設定にすることができます。構文はこちらをご覧ください。さらに、Plastic のアイ

テムビューには、無視されるファイルパターンを追加/削除するためのコンテキストメニ

ューコマ ンドがあります。 

svn:externals 

Plastic で svn:externals を Xlinks に置き換えるのも、外部フォルダをそれぞれ別のリポジト

リ（あるいは少なくと も別のブランチ）に置く限りは簡単です。 

 

SVN 時代には、非常に大きなデータファイルが詰まったフォルダをチェックアウト/アッ

プデートから除外す るために、主に外部参照を使用していました。Plastic では、無視に似

た cloaking という機能でこれを実現でき ます。ワークスペースのルートに cloaked.conf と



いうファイルを置き、アップデート操作の際にスキップする バージョン管理されたファ

イル/フォルダを指定します。Plastic のアイテムビューには、クロークされたファイルパ

ターンを追加/削除するためのコンテキストメニュー コマンドがあります。 

 

しかし、x リンクを隠蔽しようとすると問題が発生しました。この問題は、実際の xlink フ

ォルダを隠すので はなく、xlink されたフォルダの内容を隠さなければならないことがわ

かって解決しました。 

テキスト/バイナリファイルタイプ 

Git からのインポート時に、一部のテキストファイルタイプが誤ってバイナリとして検出

され、差分が正しく表示されないことがありました。これは cm chgrevtype コマンドで簡

単に修正できます。Windows の CMD 

プロンプトまたは .bat ファイルで次のコマンドを実行すると、特定のファイル拡張子 (こ

こでは .vcxproj ファイルを例にしています) を持つすべてのファイルにこのコマンドを (既

存のブランチごとに 1 回) 適用できます。 

> dir /S /B *.vcxproj | cm chgrevtype -type=txt - 

 

注：将来的に追加されるファイルの txt/bin 検出を制御するために、ワークスペースのル

ート・フォルダに filetypes.conf ファイルを設定することができます。 
 

SUBWCREV 

SVN では、TortoiseSVN に含まれる SubWCRev ツールを使用していました。これは、SVN 作

業コピーの状態を 読み取り、テンプレートファイルのキーワード置換を行うことができ

る小さなコマンドラインユーティリテ   ィです。私たちはこれをビルドプロセスで使用

し、出力される実行ファイルにリビジョン番号を刻印しました。Plastic でこれを置き換え

るために、私たちは小さな C#コンソールプログラム PlasticWcRev を書き、Plastic のワーク



スペースで SubWCRev からの機能の一部を模倣しました。ソースコードはこちらで公開し

ていますので、お役立てください。 

最終的な感想 

サージカルサイエンス社では、移行作業の間もその後も厳しい学習期間が続きましたが、

最終的には Plastic SCM への切り替えにとても満足しています。ブランチやマージに自信

が持てるようになりましたし、タスクごとのブランチパターンはすでにワークフローを改

善しています。 
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