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Visual Studio 2013 

 

個々のアジャイル チームによってもたらされるメリットは、企業のお客様に認められる

ようになってきました。しかし、アジャイル開発の手法を複数のチームにわたってスケー

リングし、企業レベルで俊敏性を実現するには解決すべきいくつかの課題があります。

Scaled Agile Framework® (SAFe™) は、これらの課題に対処し俊敏性をスケーリングする

方法に関するロードマップを提供します。また、TFS 2013 をオンプレミスで展開している

場合は、SAFe を使用できます。 

 

事前設定不要の TFS プロセス テンプレートで作成したチーム プロジェクトを使用すれ

ば、SAFe の基準に沿って追跡することができます。このホワイト ペーパーでは、SAFe 

の概念を TFS に対応付ける方法、TFS で SAFe プロジェクトを計画および追跡する方

法、SAFe に対応するように TFS を構成およびカスタマイズする方法について説明しま

す。 

 

 

 

スクラムには精通しているが、SAFe にはまだなじみがない場合は、Lean Samurai の 

Inbar Oren による Scaled Agile Framework Foundations のビデオ (英語) をご覧になると

よいでしょう。 

 

  

SAFe の概念を 
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プロジェクトを 

計画/追跡する 

SAFe に 
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 TFS プロセスを 

http://scaledagileframework.com/foundations/
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SAFe の概念を TFS の概念に対応付ける 

 

SAFe は、複数のアジャイル チームのポートフォリオ ビューをサポートしています。

SAFe は、各チーム (すべてが固有の目標を持つ) の階層ごとにポートフォリオ ビジョン

がどのように実現されているかを明らかにします。このフレームワークでは、エピックを

フィーチャーとストーリーに分割します。チームはこれらをスプリントで処理し、プログ

ラム増分 (PI) とリリース トレインを通して遂行します。また、ポートフォリオ バックロ

グでは、成果物が戦略的なテーマや関連予算にどのように関連付けられているかを追跡で

きます。 

 

  

Leffingwell, LLC (英語) 提供のイメージ 

 

このホワイト ペーパーの例では、エピック WIT（作業項目の種類） とバックログを追加

し、3 つのレベルのチーム階層を構成し、各チームをそれぞれに対応する区分パスとイテ

レーション パスに位置づける方法について説明します。この例は TFS アジャイル プロ

セス テンプレートから作成されていますが、変更内容はすべての TFS プロセス テンプ

レートに適用することができます。 
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フィーチャー Fabrikam/FiberSuite

Fabrikam/ServiceSuite

Fabrikam/PI1

Fabrikam/PI2

Fabrikam/PI3

ユーザーストーリー
Fabrikam/PI1/Sprint1

Fabrikam/PI1/Sprint2

Fabrikam/PI1/Sprint3

Fabrikam/PI1/Sprint4

Fabrikam/PI1/IPSprint

Fabrikam/PI2/Sprint1

Fabrikam/PI2/Sprint2

Fabrikam/PI2/Sprint3

Fabrikam/PI2/Sprint4

Fabrikam/PI2/IPSprint

タスク

ポートフォリオチーム

プログラムチーム

フィーチャーチーム

Fabrikam/FiberSuite/App

Fabrikam/FiberSuite/Migrate

Fabrikam/ServiceSuite/Performance

Fabrikam/FiberSuite/Report

Fabrikam/FiberSuite/System

Fabrikam/ServiceSuite/WebApp

Fabrikam/ServiceSuite/WebService

Fabrikamチーム
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アプリチーム

移行チーム

パフォーマンスチーム

レポートチーム
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SAFe のポートフォリオ、プログラム、およびチームを TFS のチーム プロジェ

クトおよびチームに対応付ける 

 

TFS は階層的なチーム構成をサポートしているため、各チームが表示する作業ビューは、

チーム階層内の上位レベルにロールアップされます。 

 

SAFe チームに対応させるには、既定のチームを、エピックを管理するためのポートフォ

リオ チームとして再構成します。次に、プログラム レベルの作業とチーム レベルの作

業のためのサブチームを作成します。作業は、チームやレベルにまたがって追跡できま

す。 

 

  

javascript:void(0)
javascript:void(0)


 

8 © 2014 Microsoft Corporation. All rights reserved. 

SAFe のバックログを TFS のバックログに対応付ける 

 

TFS はストーリーとフィーチャーのバックログ レベルを標準でサポートしているので、3 

番目のレベルを容易に追加でき、エピックを追跡できます。ユーザー ストーリーをフィ

ーチャーに関連付け、そのフィーチャーをさらにエピックに関連付けることが可能です。

バックログの階層的なビューは、ユーザー ストーリーでの進行状況がエピックにどのよ

うに貢献しているかを示しています。 

 

 

 

  

javascript:void(0)
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SAFe のリリース、イテレーション、およびスプリントを TFS のイテレーショ

ンに対応付ける 

 

SAFe のリリース トレイン、リリース、イテレーション、プログラム増分 (PI)、およびス

プリントは、TFS のイテレーション パスに容易に対応付けできます。チーム階層全体に

わたってイテレーションを共有することにより、リリースをまとまりのあるかたちで管理

します。 

 

 

ポートフォリオ チームは、複数のリリース トレインまたは PI にまたがるエピックを追

跡します。プログラム チームは、PI と共に進行されるフィーチャー成果物を追跡しま

す。そしてフィーチャー チームは、スプリントごとに作業を行い複数のストーリーを完

了させます。TFS では、各チームはチームで遂行するイテレーションを選択し、チームの

成果物を追跡します。 

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)


 

10 © 2014 Microsoft Corporation. All rights reserved. 

 

SAFe の戦略的テーマと予算を TFS のタグおよびフィールドに対応付ける 

 

タグを使用して、エピックを戦略的テーマまたは関連予算に対応付けることができます。 

 

 

TFS でタグを検索、照会したり、タグを使用して再利用可能なクエリやレポートを作成で

きます。 

戦略的テーマや予算に作業をより確実に関連付けるために、作業項目をフィールドに追加

し、各エピック、フィーチャー、またはストーリーがどのテーマまたは予算の下で遂行さ

れているかを追跡できます。 
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SAFe のメトリックスと TFS のレポート 

 

SAFe のメトリックスは、レポートを追加またはカスタマイズすることによって確認でき

ます。たとえば、フィーチャーの進行状況レポートは、ストーリーの概要レポートと同様

に、どのフィーチャーが完了に近づいており、どのフィーチャーが開始されたばかりかを

表示します。チームがフィーチャーにリンクされたストーリーを処理するにつれ、特定の

フィーチャーの達成率 (%) を示す進行状況バーが表示されます。ステークホルダは、スコ

ープ、リソース、および優先順位を管理するための実用的なデータを入手することができ

ます。 

 

 

[Features Progress (フィーチャーの進行状況)] レポートのダウンロード可能なバージョン

については、「アジャイルおよび SAFe TFS レポートのスケーリング (英語)」を参照して

ください。 

 

  

javascript:void(0)
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=511508
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TFS で SAFe プロジェクトを計画および追跡する 

 

SAFe に対応するように TFS を構成したら、ストーリーからエピックまでの追跡関係を作

成します。また、ポートフォリオ、プログラム、およびフィーチャー チームの各レベル

から進行状況を表示できます。 

 

  

javascript:void(0)
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フィーチャーをエピックに、さらにストーリーをフィーチャーに関連付ける 

 

プログラム チームは、マッピング ウィンドウを使用してフィーチャーをエピックに関連

付けることができます。フィーチャー チームは、同じ操作でストーリーをフィーチャー

に関連づけます。 

 

 

 

  

javascript:void(0)
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ポートフォリオ チームの進行状況ビュー 

 

リリースにまたがるエピックの進行状況を追跡するために、ポートフォリオ チームのバ

ックログにはエピックが表示されます。各エピックを展開すると、それに関連するフィー

チャーおよびユーザー ストーリーを表示できます。 

 

 

 

ポートフォリオ チームはまた、カンバン ボードでもエピックの進行状況を表示できま

す。 

 

javascript:void(0)
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プログラム チームの進行状況ビュー 

 

主にリリース トレインに関与するプログラム チームは、関連付けられている PI と共に

バックログのフィーチャーを確認できます。 

 

 

 

ポートフォリオ チームと同様に、プログラム チームもまたビューを切り替えて、そのフ

ィーチャーが関連付けられているエピック、またはそのフィーチャーに関連するユーザー 

ストーリー、あるいはその両方を表示することができます。 

 

プログラム チームが使用できる別のビューには、スプリント処理中のリリース トレイン

の進行状況、バックログ項目、またはアクティブ タスクのクエリ ベースのグラフが表示

されます。カスタマイズ可能なホーム ページ ビューは、各チームが使用できます。 

 

javascript:void(0)
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プログラム チームの作業の大半が PI やリリース トレインに関連しているため、スケジ

ュールされた出荷日を表示したり、何が特定のトレインに含まれると予測されるかを表示

したりするカスタム レポートが役立つことがあります。さらに、TFS に SQL Server 

Reporting Services または Project Server を統合して利用している場合は、これらの各サ

ービスが提供する豊富なレポート オプションや組み込みレポートを利用できます。 

 

  



 

18 © 2014 Microsoft Corporation. All rights reserved. 

フィーチャー チームの進行状況ビュー 

 

個々のフィーチャー チームの場合、そのバックログ ビューには現在処理しているストー

リーが表示されます。 

 

 

 

フィーチャー チームはエピックまたはフィーチャーを所有していないため、そのチーム 

レベルのバックログ ビューにはエピックやフィーチャーは表示されません。ただし、チ

ームがそのストーリーをどのエピックとフィーチャーの下で遂行しているかを知りたい場

合は、バックログからこれらのビューを有効にすることができます。 

 

 

 

javascript:void(0)
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また、チームの作業をタスクに分割し、タスク ボードを使用して特定のスプリント中に

予定どおりに進められるようにすることも可能です。 

 

 

 

クエリのチャート ビューは、複数のフィーチャー チームが協力して特定のリリースで予

定されているフィーチャーを安定化させる場合に、イノベーションおよび計画 (IP) スプリ

ントで非常に役に立ちます。 
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他の点についてはすべて、個々のフィーチャー チームにとって通常どおりの操作と変わ

りません。チームは、通常のサイクルでスプリントを処理できます。カンバン ボードや

タスク ボードを使用して進行状況を追跡したり、作業を管理可能なまとまりに分割でき

ます。 

 

ただし、個々のストーリーに関するフィーチャー チームの進行状況をプログラム チーム

やポートフォリオ管理チームが表示できるようになりました。その管理ビューには、フィ

ーチャー チームの作業が反映されます。 
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SAFe に対応するように TFS を構成する 

 

このセクションでは、“Fabrikam” という名前の 1 つのプロジェクトとそのプロジェクト

の名前を持つ 1 つのチームが存在する状態から始め、以下の 3 つのレベルと 9 つのチ

ームを構成します。区分パスの階層と各チームの区分パスの構成は、各チームのバックロ

グ ビューや階層内のビューのロールアップに対応します。 

 

 

 

TFS の各プロジェクトには、既定のチームが含まれています。プログラム レベルの作業

やフィーチャー チーム レベルの作業のための追加のチームを構成できます。また、既定

のチームを、エピックを管理するポートフォリオ チームとして再定義することも可能で

す。 

 

javascript:void(0)
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この方法により、すべてのチームが、ポートフォリオ チームのバックログで管理される

エピックに対してチームの作業がどのように対応しているかを明確に把握しながら、各自

のワークロードと優先順位を管理できます。同時に、ポートフォリオ チームは自身のカ

ンバン ボードでバックログの進行状況をモニタリングしたり、バックログの項目に優先

順位を付けたり、リリース トレインにまたがる進行状況を表示したりすることができま

す。 

 

これらはすべて複雑そうにも見えますが、実際には、各チームをセットアップして運用を

開始するために必要な構成はごくわずかです。 

 

1 つの既定のチーム、区分、および一連のイテレーションを含む 1 つのプロジェクトか

ら始めるために、まず、必要なチーム階層に対応する区分パスの構成を設定します。次

に、イテレーション パスが、必要なリリース構成や使用するプログラム チームとフィー

チャー チームに対応していることを確認します。最後に、チームのメンバーシップを作

成して構成し、メンバーのデータを入力します。 

 

TFS を構成してカスタマイズするには、プロジェクト管理者グループのメンバーである必

要があります。 

 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb558971.aspx
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チーム階層に対応する区分を作成する 

 

1. SAFe に対応するように構成するチーム プロジェクトに接続し、歯車アイコン 

 を使用して既定のチームの管理ページを開きます。 

2. [区分] ページで、最上位の区分パスの下に子を作成し、プログラム チームのいず

れかに対応する名前を付けます。 

 

 

3. 次に、同じ子のレベルに 2 つ目の区分を作成し、それに 2 つ目のプログラム チ

ームの名前を付けます。 

4. 各プログラム区分の下に、それぞれのプログラム チームに関連するフィーチャー 

チーム用の子の区分を作成します。最終的には、3 レベルの区分パスの階層が作

成されます。 

javascript:void(0)
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リリース トレインとスプリントに対応するイテレーションを作成する 

 

リリースに向けて進行状況を追跡するために、イテレーション パス構成を作成します。

区分パスとは異なり、複数のチームが同じイテレーション パス構成を共有できます。イ

テレーション構成を共有すると、複数のチームが、同じリリース トレインに対して同じ

スプリント サイクルで作業できるようになります。 

既に既定のチームのイテレーションが存在する場合は、それらの名前を変更できます。1 

つのチームだけでなく、チーム構成全体をサポートするイテレーション構成を作成する必

要があります。 

1. プロジェクトと同じ名前を持つ既定のイテレーションの下に、最初のプログラム

増分 (PI) を表す子のイテレーションを作成します。必要に応じて、PI の開始日と

終了日を入力しますが、イテレーションはさらにスプリントに分割されることに

留意してください。 

 

javascript:void(0)
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2. 次に、PI 内のスプリントごとに子のイテレーションを作成します。これらのスプ

リントの日付をフィーチャー チームのサイクルに対応するように設定します。 
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チームを作成および構成する 

 

このセクションでは、前に作成した階層的な区分パスに対応する階層的なチームを構成し

ます。 

この構成では、次の SAFe チームを TFS チームに対応付けます。 

 ポートフォリオ チーム -> 既定の最上位チームである Fabrikam チーム 

 プログラム チーム -> 2 番目のレベルのチームである Fiber Suite と Service 

Suite 

 フィーチャー チーム -> Fiber Suite と Service Suite の下に定義された 3 番目の

レベルのチーム 

さらに詳細なガイダンスが必要な場合は、「アジャイル ポートフォリオの管理: 複数チー

ムでの TFS によるバックログのサポート」を参照してください。 

この手順を実行するには、TFS のプロジェクト管理者である必要があります。 

 

 

各プログラム チームを作成および構成する 

 

1. チーム プロジェクトの [概要] ページから、新しいチームを作成します。[チーム

の名前で区分パスを作成します] チェック ボックスを必ずオフにしてください。 

 

javascript:void(0)
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/dn306083.aspx
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http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb558971.aspx
javascript:void(0)
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2. リストからチームを選択し、[区分] ページに移動して、そのチーム用に前の手順

で作成した区分パスの横にあるチェック ボックスを選択します。 
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3. コンテキスト メニューを使用してサブ区分を除外します。サブ区分を除外する

ことにより、チームのバックログには、区分パスがチームの既定の区分パスに一

致する項目のみが含まれます。 
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4. 次に、プログラム チームに対して有効化するイテレーションを構成します。こ

の例では、それぞれ 5 つの 2 週間のスプリントを含む 3 つの PI を構成しまし

た。これらのスプリントのうちの 4 つは通常のスプリントであり、最後のスプ

リントはイノベーションおよび計画 (IP) スプリントです。 
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Fiber Suite プログラム チームはリリース トレインに関与しているため、PI 1、

PI 2、および PI 3 を選択しますが、個々のスプリントは選択しません。 

5. チームに対してどのイテレーションを有効化するかを選択したら、新しいチーム

にユーザーを追加します。理想としては、Fiber Suite などのプログラム チーム

には各フィーチャー チームのスクラム マスター、プロダクト オーナー、およ

びリリース トレイン エンジニア (RTE) を追加します。 
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6. プログラム レベルに複数のチームが存在する場合は、プログラム チームごとに

手順 1 ～ 5 を繰り返します。 

 

各フィーチャー チームを作成および構成する 

 

次に、チーム階層の 3 番目のレベルで作業を実行する複数のフィーチャー チームを

作成します。各フィーチャー チームは、PI にロールアップされるスプリント作業に

従事します。作成するチームの数は、組織の規模によって異なります。 

1. 元のチームの管理ページから新しいチームを作成し、そのチームに名前を付けま

す。前の手順と同様に、[チームの名前で区分パスを作成します] の横にあるチェ

ック ボックスを必ずオフにしてください。 
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2. リストからチームを選択し、[区分] ページに移動して、そのチーム用に前の手順

で作成した区分パスの横にあるチェック ボックスを選択します。 
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3. 前に作成した PI とスプリントを使用して、チームのイテレーションを構成しま

す。プログラム チームとは異なり、ここでは、フィーチャー チームの有効なイ

テレーションとして個々のスプリントを選択します。 
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4. チームの開発者、テスト担当者、およびスクラム マスターのアカウントを追加

します。TFS は、スクラム マスターの複数のチームへの割り当てをサポートし

ています。スクラム マスターは、複数のチームにまたがる作業を追跡できま

す。 
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5. 組織内のフィーチャー チームごとに手順 1 ～ 4 を繰り返します。チームに対

して構成する既定の区分パスが、その対応するプログラム レベルの区分パスの

下のサブ区分パスであることを確認してください。これにより、フィーチャー 

チームからプログラム チームへのロールアップが保証されます。 

 

ポートフォリオ チームを構成する 

 

これでサブチーム構成が作成されたので、既定のチームをポートフォリオ チームと

して機能するように再構成します。このチームは引き続きプロジェクトの名前を持っ

ていますが、この最上位のチームに加える変更によって、このチームが PI にまたが

るエピックを最も高いレベルで効率的に追跡できるようになります。 

1. チーム プロジェクトの [区分] ページで、サブ区分が含まれないように設定を変

更します。既定のチーム Fabrikam ではなく、チーム プロジェクトを必ず選択

するようにしてください。 

 

javascript:void(0)
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2. [イテレーション] ページで、ルート レベル (これはオフにできません) を除き、

すべてのイテレーションの横にあるチェック ボックスをオフにします。ポート

フォリオ チームは PI にまたがるエピックにのみ関与するため、PI やスプリン

トではなく、ルート イテレーションのみを使用します。ポートフォリオ チーム

は、スプリントでは作業しません。 
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3. ポートフォリオ チームに対して、このレベルに適したユーザーを追加したり、

削除したりします。[概要] ページから、既定のチームを選択します。 
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このレベルには、ポートフォリオ マネージャー、エンタープライズ レベルのアー

キテクト、リリース トレイン エンジニア (RTE) などの担当ユーザーを追加し、

他のすべてのユーザーを削除することを検討してください。 
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SAFe に対応するように TFS プロセスをカスタマイズする 

このセクションでは、ポートフォリオ バックログの階層にエピック WIT を追加します。

また、3 つのすべてのバックログ WIT に [必要条件の種類] フィールドも追加します。さ

らに、いくつかのエピックを作成し、フィーチャーをエピックに関連付けます。 

 

 

 

エピック バックログ レベルを追加した後の手順に関心をお持ちの場合は、今すぐこちら

を参照してください。また、このセクションで概説しているカスタマイズ手順を自分で実

行せずに済むようにしたい方は、ALM Ranger によって、これらのカスタマイズをプロジ

ェクトにインストールする方法を紹介したブログ記事と PowerShell のサンプル スクリプ

ト (英語) が公開されていますのでご利用ください。 

 

  

javascript:void(0)
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ポートフォリオ バックログにエピックを追加する 

 

前と同様に、この手順を実行するには、プロジェクト管理者グループのメンバーである必

要があります。 

 

最初に、既存の WIT をエクスポートし、それを使用して新しい WIT を作成します。これ

にエピックという名前を付けます。また、それがどのような種類のエピック、つまりアー

キテクチャとビジネスのどちらであるかを追跡するために [必要条件の種類] フィールド

も追加します。次に、エピックのカテゴリを追加します。その後、既存の WIT (フィーチ

ャーおよびユーザー ストーリー。ただし、この名前が付いていない場合もあります) を変

更して、[必要条件の種類] フィールドを含めます。[必要条件の種類] フィールドは、各作

業項目が関連付けられた目標の種類を追跡します。最後に、ポートフォリオ チーム バッ

クログにエピックを追加します。 

 

エピック WIT を追加する 

WIT を作成する最も簡単な方法として、既存の WIT をコピーし、その名前を変更し

てから編集します。 

フィーチャー WIT をエクスポートし、それをエピック WIT のベースとして使用しま

す。 

1. 管理者モードで、コマンド プロンプト ウィンドウを開きます。Visual Studio (ま

たはチーム エクスプローラー) をインストールしたディレクトリに移動します。 

cd %programfiles%¥Microsoft Visual Studio 12.0¥Common7¥IDE 

 

64 ビット エディションの Windows では、%programfiles(x86)% を使用しま

す。 

2. witadmin ツールを使用してフィーチャー WIT の定義をダウンロードし、それ

を Epic.xml として保存します。 

witadmin exportwitd 

/collection:"http://ServerName:8080/tfs/CollectionName" 

/p:"ProjectName" /n:Feature /f:"DirectoryPath/Epic.xml" 

 

javascript:void(0)
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javascript:void(0)


 

42 © 2014 Microsoft Corporation. All rights reserved. 

3. Epic.xml ファイルを開き、<WORKITEMTYPE name="Feature"> を 

<WORKITEMTYPE name="Epic"> に置き換え、説明を更新します。 

 

<witd:WITD application="Work item type editor" version="1.0" 

xmlns:witd="http://schemas.microsoft.com/VisualStudio/2008/workite

mtracking/typedef"> 

<WORKITEMTYPE name="Epic"> 

   <DESCRIPTION>Tracks an Epic that will span Releases. 

</DESCRIPTION> 

 

4. <Tab Label="Implementation">、または CMMI の場合は <Tab 

Label="Requirements"> セクションを編集し、次の行を <Filter 

WorkItemType="Feature" /> に置き換えます。 

∘ アジャイル: <Filter WorkItemType="User Story" /> 

∘ スクラム: <Filter WorkItemType="Product Backlog Item" /> 

∘ CMMI: <Filter WorkItemType="Requirement" /> 

この変更を行うと、リンク コントロールが、フィーチャーをエピックの子

の作業項目としてサポートするようになります。 

 

<Tab Label="Implementation"> 

   <Control Type="LinksControl" Name="Hierarchy" Label="" 

LabelPosition="Top"> 

      <LinksControlOptions> 

          <WorkItemLinkFilters FilterType="include"> 

             <Filter LinkType="System.LinkTypes.Hierarchy" 

FilterOn="forwardname" /> 

          </WorkItemLinkFilters> 

          <WorkItemTypeFilters FilterType="include"> 

             <Filter WorkItemType="Feature" /> 

          </WorkItemTypeFilters> 

          <ExternalLinkFilters FilterType="excludeAll" /> 

          <LinkColumns> 

             <LinkColumn RefName="System.ID" /> 

             <LinkColumn RefName="System.Title" /> 

             <LinkColumn RefName="System.AssignedTo" /> 
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             <LinkColumn RefName="System.State" /> 

             <LinkColumn LinkAttribute="System.Links.Comment" /> 

          </LinkColumns> 

       </LinksControlOptions> 

 

5. エピック WIT の定義に [必要条件の種類] フィールドを追加します。それには、

既存のフィールド (最初は CMMI プロジェクトをサポートするために作成され

ましたが、ここでの用途にも同様に役立ちます) 

Microsoft.VSTS.CMMI.RequirementType を利用し、それをエピックの 

FIELDS セクションに追加します。 

 

FIELDS セクションを見つけ、次のコードを追加します。 

 

<FIELD name="Requirement Type" 

refname="Microsoft.VSTS.CMMI.RequirementType" type="String" 

reportable="dimension"> 

   <REQUIRED /> 

   <ALLOWEDVALUES> 

      <LISTITEM value="Architecture" /> 

      <LISTITEM value="Business" /> 

   </ALLOWEDVALUES> 

   <DEFAULT from="value" value="Business" /> 

   <HELPTEXT>Indicates whether this supports business or 

architectural objectives.</HELPTEXT> 

</FIELD> 

 

6. 次に、このフィールドをフォームに追加します。FORM セクションの下の、業務

にとって最も有効と思われる任意の場所にこのフィールドを追加します。次の例

では、[イテレーション] フィールドの下にこのフィールドを追加しました。 

 

<Group Label="Classification"> 

   <Column PercentWidth="100"> 

      <Control FieldName="System.AreaPath" 

Type="WorkItemClassificationControl" Label="&amp;Area" 

LabelPosition="Left" /> 



 

44 © 2014 Microsoft Corporation. All rights reserved. 

      <Control FieldName="System.IterationPath" 

Type="WorkItemClassificationControl" Label="Ite&amp;ration" 

LabelPosition="Left" /> 

      <Control FieldName="Microsoft.VSTS.CMMI.RequirementType" 

Type="FieldControl" Label="Type" LabelPosition="Left" /> 

 

7. このファイルを保存してからインポートします。 

witadmin importwitd 

/collection:"http://ServerName:8080/tfs/CollectionName" 

/p:"ProjectName" /f:"DirectoryPath/Epic.xml" 

 

エピック カテゴリを追加する 

これでエピック WIT が作成されたので、エピックのカテゴリを追加します。TFS 

は、カテゴリに基づいてバックログを管理します。 

1. カテゴリの定義を xml ファイルにエクスポートします。 

witadmin exportcategories 

/collection:"http://ServerName:8080/tfs/CollectionName" 

/p:"ProjectName" /f:"DirectoryPath/categories.xml" 

 

2. ファイルを開き、エピック カテゴリを追加します。独自のカスタマイズである

ことを示すために、Microsoft を自分の企業の名前に置き換えてもよいでしょ

う。 

<CATEGORY name="Epic Category" refname="Microsoft.EpicCategory"> 

   <DEFAULTWORKITEMTYPE name="Epic" /> 

</CATEGORY> 

 

3. 前と同様に、ファイルをインポートします。 

witadmin importcategories 

/collection:"http://ServerName:8080/tfs/CollectionName" 

/p:"ProjectName" /f:"DirectoryPath/categories.xml" 

 

ビジネス/アーキテクチャ作業を追跡するために [必要条件の種類] フィールドを追加する 

次に、バックログ項目の 3 番目のレベル (ユーザー ストーリー、プロダクト バック

ログ項目、またはオプションで使用するバグ) とフィーチャーに [必要条件の種類] フ

javascript:void(0)
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ィールドを追加します。これは既定の CMMI の定義に既に含まれているため、[必要

条件] に追加する必要はありません。 

1. フィーチャー WIT の定義をエクスポートします。 

witadmin exportwitd 

/collection:"http://ServerName:8080/tfs/CollectionName" 

/p:"ProjectName" /n:Feature /f:"DirectoryPath/Feature.xml" 

2. 前にエピック WIT で実行したのと同様に、[必要条件の種類] フィールドを追加

します。FIELDS セクションを見つけ、次のコードを追加します。 

 

<FIELD name="Requirement Type" 

refname="Microsoft.VSTS.CMMI.RequirementType" type="String" 

reportable="dimension"> 

    <REQUIRED /> 

    <ALLOWEDVALUES> 

        <LISTITEM value="Architecture" /> 

        <LISTITEM value="Business" /> 

    </ALLOWEDVALUES> 

    <DEFAULT from="value" value="Business" /> 

     <HELPTEXT>Indicates whether this supports business or 

architectural objectives</HELPTEXT> 

</FIELD> 

 

3. このフィールドをフォームの、エピックに追加したのと同じ位置に追加します。

たとえば、次のようにします。 

 

<Group Label="Classification"> 

   <Column PercentWidth="100"> 

      <Control FieldName="System.AreaPath" 

Type="WorkItemClassificationControl" Label="&amp;Area" 

LabelPosition="Left" /> 

      <Control FieldName="System.IterationPath" 

Type="WorkItemClassificationControl" Label="Ite&amp;ration" 

LabelPosition="Left" /> 

      <Control FieldName="Microsoft.VSTS.CMMI.RequirementType" 

Type="FieldControl" Label="Type" LabelPosition="Left" /> 

</Column> 
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4. このファイルを保存してからインポートします。 

witadmin importwitd 

/collection:"http://ServerName:8080/tfs/CollectionName" 

/p:"ProjectName" /f:"DirectoryPath/Feature.xml" 

 

5. ユーザー ストーリーとプロダクト バックログ項目 WIT の定義に対して、手順 

1 ～ 4 を繰り返します。必要に応じて、バグがどの必要条件に関連しているか

を追跡する場合や、バックログのバグを追跡する場合は、バグ WIT の定義を編

集します。 

 

ポートフォリオ バックログの階層にエピック カテゴリを追加する 

次に、バックログを構成する作業項目の階層にエピックを追加します。 

1. プロセス構成 XML 定義ファイルをエクスポートします。 

witadmin exportprocessconfig 

/collection:"http://ServerName:8080/tfs/CollectionName" 

/p:"ProjectName" /f:"DirectoryPath/ProcessConfiguration.xml" 

 

2. ファイルを開き、PortfolioBacklogs セクション内にエピック用の 

PortfolioBacklog セクションを追加します。同時に、エピックがフィーチャー

の親になるように FeatureCategory の PortfolioBacklog 要素を変更しま

す。 

プロセス テンプレートに基づいて、必要に応じてメタ状態のマッピングを変更

します。次の例は、アジャイル プロジェクトと CMMI プロジェクトの両方をサ

ポートしています。さらに、Columns セクションに [必要条件の種類] フィール

ドを追加します。 

 

<PortfolioBacklogs> 

  <PortfolioBacklog category="Microsoft.EpicCategory" 

pluralName="Epics" singularName="Epic"> 

      <States> 

      <State value="New" type="Proposed" /> 

      <State value="Active" type="InProgress" /> 

      <State value="Resolved" type="InProgress" /> 

javascript:void(0)
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      <State value="Closed" type="Complete" /> 

      </States> 

<Columns> 

     <Column refname="System.WorkItemType" width="100"/> 

     <Column refname="System.Title" width="400"/> 

     <Column refname="System.State" width="100"/> 

     <Column refname="Microsoft.VSTS.Common.BusinessValue" 

width="50"/> 

     <Column refname="Microsoft.VSTS.CMMI.RequirementType" 

width="100"/> 

     <Column refname="System.Tags" width="200"/> 

</Columns> 

    . . . 

</PortfolioBacklog>         

 

スクラム プロジェクトでは、New、In Progress、および Done の各ワークフロ

ー状態をマッピングする必要があります。これらは、フィーチャー ポートフォ

リオ バックログ項目でマッピングされるのと同じワークフロー状態です。 

 

        <State type="Proposed" value="New" /> 

        <State type="InProgress" value="In Progress" /> 

        <State type="Complete" value="Done" /> 

 

また、CMMI プロジェクトでは、Proposed、Active、Resolved、Closed の各ワ

ークフロー状態をマッピングする必要があります。 

 

        <State value="Proposed" type="Proposed" /> 

        <State value="Active" type="InProgress" /> 

        <State value="Resolved" type="InProgress" /> 

        <State value="Closed" type="Complete" />  

 

3. 次に、PortfolioBacklog category="Microsoft.FeatureCategory" に 

parent="Microsoft.EpicCategory" を追加します。また、Columns セクショ

ンに [必要条件の種類] フィールドを追加します。 
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<PortfolioBacklog category="Microsoft.FeatureCategory" 

parent="Microsoft.EpicCategory" pluralName="Features" 

singularName="Feature"> 

   . . . 

<Columns> 

     <Column refname="System.WorkItemType" width="100"/> 

     <Column refname="System.Title" width="400"/> 

     <Column refname="System.State" width="100"/> 

     <Column refname="Microsoft.VSTS.Common.BusinessValue" 

width="50"/> 

     <Column refname="Microsoft.VSTS.CMMI.RequirementType" 

width="100"/> 

     <Column refname="System.Tags" width="200"/> 

</Columns> 

    . . . 

 

</PortfolioBacklogs> 

 

4. 次に、RequirementsBacklog セクションの Columns セクションに [必要条件

の種類] フィールドを追加します。 

 

<RequirementBacklog singularname="User Story" pluralName="User 

Stories" category="Microsoft.RequirementCategory"> 

   . . . 

<Columns> 

     <Column refname="System.WorkItemType" width="100"/> 

     <Column refname="System.Title" width="400"/> 

     <Column refname="System.State" width="100"/> 

     <Column refname="Microsoft.VSTS.Scheduling.Effort" 

width="50"/> 

     <Column refname="Microsoft.IterationPath" width="200"/> 

     <Column refname="Microsoft.VSTS.CMMI.RequirementType" 

width="100"/> 

     <Column refname="System.Tags" width="200"/> 

</Columns> 

   . . . 

</RequirementBacklog> 
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5. WorkItemColors セクションに、エピックに使用する色を追加します。どのよう

な色でも選択できますが、理想としては、システムで既に使用されている色は使

用しないでください。 

 

ここで選択した色は、オレンジ色 (16 進数の色コード = FF7B00) です。16 進数

の色コードの前に FF を付けます。 

 

<WorkItemColor primary="FFFF7B00" secondary="FFFFD7B5" name="Epic" 

/> 

 

6. このファイルを保存してインポートします。 

witadmin importprocessconfig 

/collection:"http://ServerName:8080/tfs/CollectionName" 

/p:"ProjectName" /f:"DirectoryPath/ProcessConfiguration.xml" 
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既存の作業項目の区分パスを更新する 

 

チームのバックログに既存の作業項目が表示されるようにするには、各作業項目の区分パ

スをチームの既定の区分パスに更新する必要があります。Web ブラウザーから一括編集

機能を使用するか、または Excel を使用できます。 

 

1. 編集する作業項目を含むクエリを作成し、編集する作業項目を選択した後、選択

した項目のいずれかからコンテキスト メニューを開きます。 

 

 

2. チームの既定の区分パスに対応する区分パスを選択します。 

javascript:void(0)
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/dd286627.aspx
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3. 変更したすべての作業項目を一括保存します。 

 

 

 

作業項目の一括変更の詳細については、こちらを参照してください。 

 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh409280.aspx
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エピックを追加し、エピックをフィーチャーに関連付ける 

 

これでエピック WIT が追加されたので、いくつか作成する必要があります。この手順

は、他の任意のバックログ作業項目を作成する場合とまったく同じです。ポートフォリオ 

チームのエピック用のバックログ ページから、エピック バックログ項目を追加します。 

 

 

 

エピックを必要な数だけ追加します。項目を重要性の順に一覧表示するには、それらの項

目をリスト内でドラッグします。 

 

 

 

エピックの既定の [必要条件の種類] は [ビジネス] ですが、エピックを [ビジネス] から 

[アーキテクチャ] に変更できます。 

 

javascript:void(0)
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また、各エピックに関連する投資テーマの追跡に役立つように、エピックにタグを追加す

ることもできます。 

 

 

 

ここで、カンバン ボードにエピックを表示します。このビューを表示するには、カンバ

ン] 列をカスタマイズして名前を変更し、中間のワークフロー状態を追加する必要があり

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/jj838789.aspx#customize
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/jj838789.aspx#customize
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ます。これらの状態については、「ビジネス エピック カンバンの要約 (英語)」を参照し

てください。 

 

 

 

ただし、この内容はまだ不十分です。何も進行しておらず、どのフィーチャーが特定のエ

ピックに関連しているかを詳細に調べることもできません。既存のフィーチャーを先ほど

作成したエピックに関連付けて、これらのフィーチャーにユーザー ストーリーを関連付

ける必要があります (まだ行っていない場合)。 

 

既存のバックログが存在する場合に複数の項目を関連付ける 

作業項目の関連付けは、マッピング ウィンドウを使用して簡単に行うことができま

す。フィーチャーまたはストーリーの [バックログ] ページから、マッピング ウィン

ドウを有効にします。この例では、Fiber Suite チームを選択し、エピックに関連付け

るフィーチャーの階層を表示するためのビューと、マッピング ウィンドウの両方を

有効にしています。 

http://scaledagileframework.com/business-epic-kanban/
javascript:void(0)
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ポートフォリオ チームはどのフィーチャーも所有していないため、すべてのフィーチ

ャーの区分パスを適切なプログラム レベルのチームに既に割り当てている場合は、フ

ィーチャーのリストが空になることに注意してください。その場合は、プログラム チ

ームのいずれかに切り替えます。 

 

項目をバックログから、親として関連付ける項目にドラッグします。フィーチャーはエ

ピックにしか関連付けられません。同様に、バックログ項目の 3 番目のレベルは (そ

れがユーザー ストーリー、バックログ項目、または必要条件のいずれであっても) フ

ィーチャーにしか関連付けられません。 

 

必要な階層が作成されるまで、各バックログ レベルでこの手順を繰り返します。 
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既に進行中のフィーチャーについてはどうでしょうか。ポートフォリオ チームのバ

ックログには決して表示されません。フィーチャーはプログラム チームが担当する

ものであるため、フィーチャー チームのバックログに表示されます (これは、実際に

は、その作業項目に設定された区分パスの機能です。作業項目は、チーム用に作成し

た区分パスに割り当てられている場合に、そのチームのバックログにのみ表示されま

す)。バックログからフィーチャーを関連付けることができます。 

 

Microsoft Excel で作業項目を一括編集したり、その階層を管理したりすることもでき

ます。 

 

SAFe の重要な側面は作業のビジネス目標またはアーキテクチャ目標への関連付けで

あるため、アーキテクチャ エピックに関連付けられるどのフィーチャーについて

も、[必要条件の種類] を [アーキテクチャ] に確実に設定する必要があります (既定

では [ビジネス] であるため、ビジネス エピックに関連する項目については、この種

類を変更する必要はありません)。また、投資を追跡するためのタグを追加することも

できます。 

 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/dd286627.aspx
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進行中のユーザー ストーリーにも同じ原則が適用されます。これらをフィーチャー

に関連付け、アーキテクチャ エピックの下で実行する作業について [必要条件の種

類] を [アーキテクチャ] に変更した後、テーマを追跡するためのタグを追加できま

す。 
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参考資料 

このホワイト ペーパーで触れた参考資料にいくつかを加え、参照しやすいように次に示

します。 

 SAFe に対応したプロセス テンプレート (英語): TFS によって提供される、スクラ

ム、アジャイル、CMMI の 3 つのプロセス テンプレートのダウンロードへのリ

ンク。このホワイト ペーパーで説明されているカスタマイズが追加されていま

す。 

 PowerShell を使用した TFS 2013 プロセス テンプレートのアップグレード/発行 

(英語): Gordon Beeming によるブログ記事。この記事で提供されている 

PowerShell スクリプトを使用して、このホワイト ペーパーで説明されている変更

を適用できます。 

 Scaled Agile Framework (英語): SAFe のリソース サイト。 

 7 分でわかる SAFe (英語): Lean Samurai の Inbar Oren によるビデオ。 

 アジャイルおよび SAFe TFS レポートのスケーリング (英語): TFS 2012 および 

2013 のオンプレミス展開でスクラム プロセス テンプレートと連携して動作す

る、フィーチャーの進捗状況レポート。 

 アジャイル ポートフォリオの管理: 複数チームでの TFS によるバックログのサポ

ート: 複数のチームおよび複数のバックログをサポートするように TFS を構成す

る方法を紹介したホワイト ペーパー。 

 作業およびその他のフィールドのロールアップのサポート (英語): ロールアップを

サポートするように TFS を構成する方法、親に含まれるすべての子の作業項目に

対して選択したフィールドの合計値を取得する方法について説明しています。TFS 

は複数レベルのネストをサポートしているため、ロールアップを実行する場合は、

値を二重に集計しないようにする必要があります。 

 標準で提供されるレポート (SQL Server Reporting Services) (機械翻訳): 進行状況や

コード品質を監視するために TFS によって提供されるレポートが要約されていま

す。 

 Team Foundation Server と Project Server の同期: Project Server で TFS の作業項

目からエンタープライズ プロジェクト計画のタスクにデータが流れるようにする

ことによって、プロジェクト マネージャーおよび開発チームがどのようにして希

望するツールを使用したり、情報を透過的に共有したりできるかについて説明して

います。 

javascript:void(0)
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=511433
http://31og.com/post/upgradepublish-tfs-2013-process-templates-with-powershell
http://31og.com/post/upgradepublish-tfs-2013-process-templates-with-powershell
http://scaledagileframework.com/
http://scaledagileframework.com/foundations/
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=511508
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/dn306083.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/dn306083.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn217871.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/dd380714.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg455680.aspx
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 複数のチームに割り当てられた作業の追跡: 複数のフィーチャー チームがサポー

トされている場合に、開発者またはテスト担当者がどのようにして作業を追跡でき

るかについて説明しています。 

 

 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/dn194475.aspx
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