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はじめに

DevOps 「Development
(
and Operations:
くの人々にとって、
開発と運用」の略語) は、他の新しいアプローチと同様に
単なる流行語にすぎません。誰もが口にする言葉であるにもかか
わらず、誰もがそれを理解しているわけではないのです。大まかに
言えば、DevOps はビジネス・オーナーと開発、運用、品質保証の各
部門がリーンとアジャイルの原則に基づいて協力し、継続的にソフ
トウェアを提供していくアプローチであり、それによってその企業
がさらに素早く市場機会をとらえ、お客様からのフィードバックを
より短時間で取り込めるようにするものです。実際のところ、エンタ
ープライズ・アプリケーションは非常に多岐にわたる上、それを構
成するテクノロジー、データベース、エンド・ユーザー・デバイスな
ども複数あるため、その複雑さには DevOps のアプローチでしか
うまく対処できません。ただし、その利用方法については意見が分
かれます。
DevOps は実務者専用だという声もあれば、DevOps の中心はク
ラウドだという声もあります。IBM は広範かつ全体的な視点か
ら、DevOps をビジネス主導型のソフトウェア・デリバリーのアプロ
ーチととらえています。すなわち、
ビジネス上の新機能や機能強化を
構想から本番稼働に適用する全行程で、
効率的な形でお客様にビジ
ネス価値を提供するとともに、
それを利用するお客様のフィードバッ
クを吸い上げていくアプローチです。
このためには、開発チームや運
用チームの枠を超えたステークホルダーの参加が必要です。ビジネ
ス部門、実務担当者、エグゼクティブ、パートナー、サプライヤー等も
包含するのが、真の DevOps のアプローチなのです。

本書について

本書はビジネス中心のアプローチで DevOps に迫ります。めまぐ
るしく変化する今日の世界において、DevOps は、お客様の需要、
市場環境、競争圧力、規制要件などの変化にアジャイルかつリー
ンに即応しなければならないすべての企業に必須のものとなって
います。
本書をお読みの皆様は、DevOps について聞いたことはあるが、
こ
れが何であるか、
これをビジネスに生かすにはどうすればいいの
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かを知りたいとお考えなのではないでしょうか。本書は企業幹部、
意思決定者、および実務担当者を対象とし、DevOps の分野になじ
みのない方、
このアプローチについてさらに詳しい情報が欲しい
方、そしてこの概念の誇大宣伝に惑わされず、その本質をとらえた
い方向けに構成してあります。

本書で使用されるアイコン

本書の余白にはいくつかのアイコンが掲載されています。各アイコ
ンは以下の内容を示します。
「ヒント」は DevOps のさまざまな側面についての有益な情報を提
供するアイコンです。
「記憶」
アイコンのある項目は、覚えておくと役立つ情報です。

「警告」
アイコンは、注意すべき重要情報を示しています。
「技術者向け」
アイコンは DevOps の基礎知識を超える資料です。
ただし、必読の情報ではありません。

その他の資料

以下の Web ページにアクセスすると、DevOps(およびそれに対す
る IBM のアプローチ) に関するその他の情報を入手できます。
✓ IBM DevOps ソリューション: ibm.com/devops

✓ DevOps に関する IBM のアプローチ (ホワイト・ペーパー):
ibm.biz/BdEnBz
✓ The Software Edge (調査): ibm.co/156KdoO
✓ IBM の DevOps アプローチの採用 (記事):
ibm.biz/adoptingdevops
✓ Bluemix による DevOps サービス (サービス): bluemix.net

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。

第1章

DevOps とは
この章の内容

▶ DevOps のビジネス・ニーズを知る
▶ DevOps のビジネス価値を探る
▶ DevOps の原則を理解する

「

通常通りの業務」を変更するのは難しいもので、通常は
投資が必要です。そのため、企業が何らかの新しいテク
ノロジーや方法論、
アプローチなどを導入する場合は、必ずビジネ
ス・ニーズ主導で行わなければなりません。DevOps 導入のビジネ
ス・ケースを策定するには、DevOps に対するビジネス・ニーズを、
対処する課題も含めて理解する必要があります。
この章では、
そのよ
うなビジネス・ケースの構築を始めるための基礎固めを行います。

DevOps のビジネス・ニーズを
理解する
組織は革新的なアプリケーションやサービスを作成し、ビジネス上
の問題を解決したいと考えます。彼らが望むのは、
より優れたカス
タマー・リレーションシップ・マネジメント (CRM) システムを作成
するなどの社内業務の問題に対処することであったり、新しいモバ
イル・アプリケーションを提供してお客様やエンド・ユーザーを支援
することであったりします。

しかし、多くの組織がソフトウェア・プロジェクトに失敗します。そし
てその失敗がソフトウェアの開発とそのデリバリーの課題に起因す
ることは少なくありません。大部分の組織はソフトウェアの開発とデ
リバリーが決定的に重要だと感じていますが、IBM の最近の業界調
査によれば、
自分たちのチームが成果を上げていると考えているの
はわずか 25% です。
この「実行のギャップ」が、ビジネス機会の逸失
を招いています。
これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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この問題は、企業による提供が求められるアプリケーションのタイプ
が、
「定型業務処理システム (SoR)」
から
「協働のための情報活用シス
テム (SoE)」へと大きくシフトしていることで、
さらに拡大しています。
✓ 定型業務処理システム: 従来のソフトウェア・アプリケーション
は、
「定型業務処理システム (SoR)」
として機能する大規模なシ
ステムです。
これには膨大な量のデータやトランザクションが
含まれており、高い信頼性と安定性を実現する設計が施され
ています。
これらのアプリケーションには頻繁に変更を加える
必要がないため、組織は大規模な新リリースを年に 1 回から
2 回出せば、それぞれのお客様を満足させることができ、それ
ぞれのビジネス・ニーズに応えることもできます。

✓ 協働のための情報活用システム (SoE): モバイル通信の出現と
Web アプリケーションの成熟に伴い、現在では 定型業務処理
システム (SoR) を補うものとして、
「協働のための情報活用シ
ステム (SoE)」が使われています。
これはお客様が直接アクセ
スし、それを使用して企業側と対話できるシステムです。その
ようなアプリケーションに求められるのは、容易な操作と高い
パフォーマンスであり、お客様の変化するニーズと進化する市
場動向に対処するために、迅速な変更を行う必要があります。

協働のための情報活用システム (SoE) はお客様が直接使用するため、
ユーザー・エクスペリエンス、
デリバリーの速さ、
そして俊敏性 (すなわ
ち DevOps のアプローチ) に多大な力を注がなければなりません。
協働のための情報活用システム (SoE) は孤立したシステムではな
く、多くの場合は定型業務処理システム (SoR) とリンクしています。
そのため、協働のための情報活用システム (SoE) に飛躍的な変更
を加えると、
それらが 定型業務処理システム (SoR) の変更につなが
ります。実際、
どのようなタイプのシステムでも、イノベーションを迅
速に提供しなければならないものには DevOps が必要です。
このよ
うなイノベーションの第一の推進役となるのが、
クラウド・コンピュ
ーティング、モバイル・アプリケーション、ビッグデータ、
ソーシャル・
メディアといった新たな技術トレンドで、
これらはあらゆるタイプの
システムに影響を及ぼす可能性があります。
これらの新しい技術に
ついては、DevOps を踏まえて、第 4 章および第 5 章で説明します。

DevOps のビジネス価値を認
識する

DevOps では、
アジャイルとリーンの原則がソフトウェア・サプライ・
チェーン全体に適用されます。
これによって企業では、製品やサー
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ビスの構想から本番リリース、お客様からのフィードバック、そして
そのフィードバックに基づいた機能強化に至るデリバリーを、最大
のスピードで行えるようになります。
DevOps は、企業による、お客様、サプライヤー、パートナーへの価
値の提供方法を改善するため、単なる IT 機能ではなく、絶対不可
欠なビジネス・プロセスです。
DevOps は以下の 3 つの分野で高い投資対効果を実現します。
✓ カスタマー・エクスペリエンスの向上
✓ イノベーションの能力の拡大
✓ 価値実現までの時間の短縮

以下のセクションでは、
これら 3 つのすべての分野について検討します。

カスタマー・エクスペリエンスの
向上

カスタマー・エクスペリエンスの向上、すなわち他とは一線を画した
魅力のあるカスタマー・エクスペリエンスの提供は、お客様のロイヤ
リティーをはぐくみ、市場シェアを拡大します。
このようなエクスペリ
エンスを提供するには、
企業はお客様からのフィードバックを継続的
に収集し、
それに対応しなければなりません。
そのためには提供され
るソフトウェア・アプリケーションに関するフィードバックを、お客様、
ビジネス部門、
ユーザー、
サプライヤー、
パートナーといったすべての
利害関係者から、速やかに入手するための仕組みが必要です。
今日のような 協働のための情報活用システム (SoE) (この章の前半
の「DevOps のビジネス・ニーズを理解する」を参照) の世界では、
この、
アジャイルに反応および順応する能力が、
カスタマー・エクス
ペリエンスとロイヤリティーの向上につながります。

イノベーションの能力の拡大

現代の組織はリーンな思考のアプローチに基づいて、イノベーショ
ンの能力を高めています。彼らの目標は、無駄と手直しを省き、
より
価値の高いアクティビティーにリソースを振り向けることです。
リーンな思考を実践する一般的な例の 1 つに A/B テストがありま
す。
これは少人数のユーザー・グループに、異なる機能を持つ 2 つ
以上のソフトウェア・セットについてテストと評価をしてもらい、評
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価の高い機能セットをすべてのユーザーに展開し、評価の低いバ
ージョンはロールバックします。
このような A/B テストは、DevOps
が後押しするような、効率的で自動化された仕組みがあってこそ実
現します。

価値実現までの時間の短縮

価値実現のスピードアップには、本番投入に至るまでのソフトウェ
ア・デリバリーを迅速かつ効率的に、
しかも高い信頼性で実行でき
るような、文化、
プラクティス、
自動化の発展が必要です。DevOps を
ビジネス機能として導入すれば、
リリースの効率的なプランニング、
予測、成功の促進に欠かせないツールと文化が手に入ります。
価値の定義は企業によって、時にはプロジェクトによっても異なりま
すが、
この価値をより速く、
より効率的に提供することが DevOps の
目標です。

DevOps が機能する仕組み

DevOps のムーブメントはいくつかの原則を生み出しました。それ
らは時間とともに進化を遂げ、現在も進化を続けています。IBM を
はじめ、一部のソリューション・プロバイダーは、独自のバリエーショ
ンを作成しています。
しかし、それらの原則はいずれも DevOps を
全体的な観点からとらえているため、
どのような規模の企業も取り
入れることができます。以下がその原則です。
✓ 本番に近いシステムで開発およびテストする

✓ 反復可能な信頼性の高いプロセスでデプロイする
✓ 運用品質をモニタリングおよび検証する
✓ フィードバック・ループを拡大する

以下のセクションでは、
これらの原則をさらに詳しく説明します。

本番に近いシステムで開発およ
びテストする

この原則は DevOps の概念である
「シフト・レフト」に由来するもの
で、
この原則では、運用の課題がソフトウェア・デリバリー・ライフサ
イクルのより早期の段階、すなわち開発寄りに移動します (図 1-1 を
参照)。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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テスト
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ビルド

本番環境

継続的テスト

継続的インテグレーション

ビルド

ステージング環境
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受け入
れテスト

機能
テスト

継続的モニタリング

継続的デリバリー

運用課題の「シフト・レフト」

図 1-1: 「シフト・レフト」の概念では、運用が開発ライフサイクルのより
早期の段階に移動する

この目標は、開発および品質保証 (QA) のチームが、本番システム
同様に動作するシステムで開発とテストが行えるようにすることに
あります。
そうすることで、チームはデプロイ準備が整うかなり前に、
アプリケーションの動作とパフォーマンスを確認できます。
本番同様のシステムへの最初のアプリケーション投入は、考えられ
る 2 つの大きな課題に対処するため、
ライフサイクルのできるだけ
早い段階に行わなければなりません。
こうすることでまず、
アプリケ
ーションを、
そのアプリケーションのデリバリー先である実際の本番
環境に近い環境でテストできます。そして次に、
アプリケーションの
デリバリー・プロセス自体を事前にテストおよび検証できます。
運用の観点から言っても、
この原則には極めて大きな価値がありま
す。それによって運用チームは、
アプリケーションをサポートした場
合にそれぞれの環境がどのように振る舞うかをサイクルの早い段
階で確認することができ、その結果、微調整済みの、
アプリケーショ
ンを意識した環境を作ることができるのです。

反復可能な信頼性の高いプロセ
スでデプロイする

その名が示すとおり、
この原則によって、開発と運用はアジャイル
な (あるいは少なくとも反復型の) ソフトウェア開発プロセスを、
本番投入に至るまでの全工程でサポートできるようになります。頻
繁に繰り返され、反復可能な信頼性の高いプロセスを作成するた
めには自動化は不可欠です。そのため組織は、デプロイとテストを
継続的かつ自動的に行えるようにするデリバリー・パイプラインを
作らなければなりません。
このデリバリー・パイプラインについて
は第 3 章でさらに詳しく説明します。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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頻繁なデプロイによって、チームはデプロイプロセス自体をテスト
し、
リリース時にデプロイが失敗するリスクを下げることもできます。

運用品質をモニタリングおよび
検証する

多くの場合、企業には本番システムのメトリックをリアルタイムで収
集するツールがあるため、本番稼働しているアプリケーションとシス
テムをモニタリングするのは得意です。
しかし、サイロ化した、つな
がりのない形でモニタリングを行っています。
この原則は、自動化
テストをライフサイクルの早い段階で頻繁に実行するよう求めるこ
とにより、モニタリングをライフサイクルの早い段階へ移して、
アプ
リケーションの機能特性や機能以外の特性をモニタリングできる
ようにします。
アプリケーションをデプロイおよびテストする際は、
必ず品質に関するメトリックを収集して分析しなければなりませ
ん。頻繁にモニタリングを行うことで、本番環境で発生するおそれの
ある運用上や品質上の問題について、早い段階で警告を出せます。
これらのメトリックは、ビジネス上のすべての利害関係者が理解し、
使用できる形式で収集しなければなりません。

フィードバック・ループを拡大する

組織がより迅速に変化に対応し、変更を加えられるようにすること
も DevOps の目標の 1 つです。
ソフトウェア・デリバリーでこの目標
を達成するには、組織はすばやくフィードバックを入手し、
自らが行
う個々のアクションから速やかに学ばねばなりません。
この原則で
は、企業はすべての利害関係者がアクセスでき、
フィードバックに
応じた対応を取れるようにする、
コミュニケーション・チャネルを作
成する必要があります。
✓ 開発部門はプロジェクトの計画と優先順位を調整することで対
応できます。
✓ 運用部門は、本番環境を拡張することで対応できます。

✓ 事業部門はリリース・プランを修正することで対応できます。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。

第2章

DevOps の機能を考察する
この章の内容

▶ DevOps のリファレンス・アーキテクチャーを理解する
▶ DevOps 導入の 4 つのパスについて検討する

D

evOps を構成する機能は、
ソフトウェア・デリバリー・ライ
フサイクルを幅広くカバーする機能の集まりです。組織が
DevOps をどこから始めるかは、そのビジネス上の目的と目標によ
って、すなわち組織が解決しようとしている課題が何であるか、そし
てそのソフトウェア・デリバリー機能で埋めるべきギャップは何かに
よって異なります。
この章では、DevOps のリファレンス・アーキテクチャーと、
それがど
のような形で企業での DevOps の使用を可能にするのかに目を向
けます。

DevOps 導入へのパス

リファレンス・アーキテクチャーからは、一連の好ましい方法や機能
を使用した、実績あるソリューションのテンプレートが得られます。
この章で説明する DevOps のリファレンス・アーキテクチャーは、実
務者が人、
プロセス、およびテクノロジーを取り入れた DevOps プラ
ットフォームを設計するにあたって、必要なガイドライン、指令、およ
びその他の資料にアクセスし、使用するのに役立ちます (第 3 章を
参照)。

リファレンス・アーキテクチャーは、その多様なコンポーネントを通
じて各種機能を提供します。そしてこれらの機能は、単独のコンポ
ーネントによって提供されることもあれば、連携するコンポーネン
ト群によって提供されることもあります。そのため、図 2-1 に示す
DevOps のリファレンス・アーキテクチャーを、そのアーキテクチャ
ーが提供を意図する各種の中核機能の観点から考えることができ

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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ます。抽象的なアーキテクチャーが具体的な形に進化していくのに
伴い、
これらの機能は、適任の人材、定義済みのプラクティス、自動
化ツールがそろうことで提供されます。

図 2-1: DevOps のリファレンス・アーキテクチャー

図 2-1 に示す DevOps のリファレンス・アーキテクチャーでは、以下
の 4 組の導入パスが提案されています。
✓ ステアリング

✓ 開発とテスト
✓ デプロイ
✓ 運用

この章の以下のセクションでは、
これらの導入パスについて詳細に
確認します。

ステアリング

この導入パスは、ビジネス目標を設定し、お客様からのフィードバッ
クに基づいてビジネス目標を調整する単一のプラクティス (継続的
なビジネス計画) で構成されます。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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現代の企業には俊敏性に加え、お客様からのフィードバックにすば
やく対応できる能力が必要です。
この目標を実現するには、企業が
適切に業務を遂行できる能力が必要です。残念ながら、従来の製
品を提供する従来のアプローチは、カスタム開発と手作業のプロ
セスに頼り、さまざまなチームの業務がサイロ化していることもあ
って、現代のビジネス・スピードと比べるとあまりにも遅くなってい
ます。価値を提供する能力を最大化した上で迅速に計画を策定お
よび修正するために必要な情報がばらばらで、一貫性を失ってい
ます。適切なフィードバックが早期に得られないため、真の価値を
提供するために必要な適切なレベルの品質が達成できないことが
よくあります。
さらに、チームは投資の優先順位の設定のために役立つフィード
バックを取り込み、その後、組織全体で協力し、継続的なデリバリ
ー・モデルに基づいてビジネスを促進することに苦労しています。
一部のチームにとっては、
プランニングはスピーディーに価値を提
供するために役立つアクティビティーではなく、業務の邪魔になり、
作業のスピードを遅くするガバナンスのための作業とみなされるよ
うになっています。
よりスピーディーなデリバリーによってビジネスの俊敏性が向上し
ますが、正しいものを提供しているという信頼と自信に基づいてス
ピードを管理する必要もあります。企業のビジネス目標、測定結果、
プラットフォームの精度を信頼できない場合、
スピーディーにソフト
ウェアを提供することはできません。
DevOps を使用するとチームはこのような競合する観点に対応し、
コラボレーションに基づいてビジネス目標を達成し、お客様からの
フィードバックに基づいてビジネス目標を変更できるため、俊敏性
とビジネス成果の両方を改善できます。同時に、企業はコストを管
理する必要があります。開発プロセスの無駄を特定し排除すること
で、チームは効率を高め、同時にコストを削減できます。
このアプロ
ーチを採用するチームは、継続的なデリバリー・モデルへと移行す
る DevOps のライフサイクルのあらゆるフェーズを通じて、すべて
の要件の間で最適なバランスを取ることができます。

開発とテスト

この導入パスにはコラボレーティブ開発と継続的テストという 2
つのプラクティスが関与します。すなわち、
これが開発と品質管理
(QA) 機能の核となります。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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コラボレーティブ開発

企業でのソフトウェア・デリバリーの作業には職務横断的なチーム
が多数関与します。
こうしたチームには、基幹業務の所有者、ビジ
ネス・アナリスト、エンタープライズ/ソフトウェア・アーキテクト、開
発者、QA 担当者、運用担当者、セキュリティー・スペシャリスト、サ
プライヤー、パートナーが含まれます。
これらのチームの実務者は
複数のプラットフォームで作業し、
また複数の場所に分散している
ソフトウェアの作成と
こともあります。コラボレーティブ開発では、
デリバリーに使用できる共通のプラクティス・セットと 共通のプラ
ットフォームを提供することで、
これらの実務者の共同作業を可能
にします。
コラボレーティブ開発に含まれる中核的な機能の 1 つに継続的イ
これはソフトウェア
ンテグレーション (図 2-2 を参照) があります。
開発者が成果物を継続的に、あるいは高頻度で開発チームの他の
メンバーの成果物と統合するプラクティスです。

コンポーネント・
チームによるビルド
統合ビルド
コンポーネント・
チームによるビルド

図 2-2: 継続的インテグレーションによるコラボレーション

継続的インテグレーションはアジャイル化の動きによって広く知ら
れるようになりました。
これは開発者が自分の成果物をチームの他
の開発者の成果物と定期的に統合し、
その統合した成果物をテスト
するというものです。複数のシステムやサービスで構成された複雑
なシステムの場合も、開発者は成果物を定期的に他のシステムおよ
びサービスと統合します。成果物を定期的に統合することが、
インテ
グレーション時のリスクを早期に発見し、表面化させることへとつな
がります。複雑なシステムでは、手法とスケジュールの両方にかかわ
る既知や未知のリスクも表面化します。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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継続的テスト

継続的インテグレーション (前のセクションを参照) には複数の目
標があります。
✓ コードを持続的にテストおよび検証できるようにする

✓ 他の開発者のコードと統合した作成済みコードと、
アプリケー
ションの他のコンポーネントが設計どおりに機能および動作
するかを検証する
✓ 開発中のアプリケーションを継続的にテストする

継続的テストとは、
ライフサイクルの早い段階で継続的にテストを
行い、それをコストの削減とテスト・サイクルの短縮、および品質に
関する継続的なフィードバックの実現につなげることです。
このプロ
セスは「シフト・レフト・テスト」
と呼ばれ、
ライフサイクルのできるだ
け早い段階で品質を保証し、品質保証を後の段階に残さないため
に、開発作業とテスト作業を統合することを重視します。
これは、自
動化テストやサービスの仮想化のような機能を導入することで実
現します。サービス仮想化は、本番に近い環境をシミュレーション
し、継続的テストを実現可能にしてくれる新しい機能です。

デプロイ

DevOps の根本的な機能の大半は、
デプロイの導入パスからスター
トします。継続的なリリースとデプロイは、継続的インテグレーショ
ンの概念を次の段階に進めたものです。
リリースとデプロイをサポ
ートするこのプラクティスで、デリバリー・パイプラインの作成も可
能になります (第 3 章を参照)。
このパイプラインが、QA への、
そし
て本番環境へのソフトウェアの継続的なデプロイが効率的かつ自
動的に行われるように促します。継続的なリリースとデプロイの目
標は、新しい機能をお客様やユーザーに可及的速やかに公開するこ
とにあります。
DevOps 技術の核となるツールとプロセスの大半は、継続的インテ
グレーション、継続的リリース、および継続的デプロイを円滑に進め
るために存在しています。
これらのトピックについては、後の章でよ
り詳しく説明します。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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運用

運用の導入パスには、企業が本番環境にリリースしたアプリケーシ
ョンのパフォーマンスをモニタリングし、お客様からフィードバック
を受領できるようにするための 2 つのプラクティスが含まれていま
す。
このデータによって、企業では俊敏な対応と必要に応じたビジネ
ス・プランの変更が可能になります。

継続的モニタリング

継続的モニタリングは、運用、QA、開発、基幹業務担当者、およびそ
の他の利害関係者に対し、デリバリー・サイクルの多様なステージ
で、
アプリケーションに関するデータとメトリックを提供します。
これらのメトリックは本番環境に限ったものではありません。
こうい
ったメトリックを通じて、利害関係者は、デリバリー対象機能やそれ
らのデリバリーに必要なビジネス・プランを拡張または変更するこ
とで、状況に対応できるようになります。

継続的なユーザー・フィードバッ
クと最適化

ソフトウェア・デリバリー・チームが入手しうる情報のうち特に重要
なのが、顧客がそのアプリケーションをどのように使用しているか
に関するデータと、それらの顧客がそのアプリケーションを使用後
に提供するフィードバックの 2 つです。新しいテクノロジーによっ
て、企業はアプリケーションを使用中のお客様の振る舞いとお客様
の問題を収集できるようになりました。
このフィードバックにより、
さまざまな利害関係者がアプリケーションの改善とカスタマー・エ
クスペリエンスの向上に向けた適切な行動を起こすことができま
す。基幹業務ではビジネス・プランの調整、開発ではデリバリー対
象の機能の調整、運用ではアプリケーションのデプロイ環境の向
上がそれぞれ可能です。
このような継続的なフィードバック・ルー
プは DevOps にとって欠かせないコンポーネントであり、企業はこ
れに基づいて、顧客ニーズに対する俊敏性と応答性を改善すること
ができます。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。

第3章

DevOps を導入する
この章の内容

▶ 人の生産性を向上する
▶ プロセスを合理化する

▶ 適切なツールを選択する

何

らかの新機能を導入する際は、人、
プロセス、およびテクノ
ロジー全体にまたがったプランが必要となるのが普通で
す。特に利害関係者が複数おり、
それらの人々が分散しているような
企業では、導入する機能をこれら 3 方向のすべてから考慮しないこ
とには、新機能導入の成功は望めません。
この章では、DevOps における人、
プロセス、およびテクノロジーの
側面を検討します。

DevOps という名前から開発ベース機能と運用ベース機能が示
唆されますが、DevOps は企業の機能の 1 つであり、ビジネス・オ
ーナー、アーキテクチャー、設計、開発、品質保証 (QA)、運用、セキ
ュリティー、パートナー、サプライヤーを含む組織内の全利害関係
者に及ぶものです。社内外のどの利害関係者を外しても、それは
DevOps の実装の不備へとつながります。

どこから始めるべきか

このセクションは DevOps を始める方法についてのガイドラインを
提供し、特に適切な文化の醸成、ビジネス課題の検出、排除すべき
ボトルネックの見極めについて説明します。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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ビジネス目標を特定する

文化の醸成における最初の仕事は、誰もが同じ方向を向き、同じ目
標に向かって努力するようにすること、つまり、チームと企業全体に
とって共通のビジネス目標を特定することです。重要なのは、ビジ
ネス成果のみならずチーム内で競合するそれぞれのモチベーショ
ンを考慮したうえでチーム全体の動機付けを行うことです。自分た
ちが取り組んでいる共通の目標が何なのか、そしてその進捗をど
のように測定するのかがわかれば、それぞれに優先課題のあるチ
ームや担当者からのクレームの数は減ります。
DevOps はゴールではありません。
ゴールへの到達を助ける手段が
DevOps なのです。
第 4 章および第 5 章では、DevOps が対処するビジネス上の新た
な課題にスポットを当てます。組織はそれらの課題を起点とし、
そこ
から達成したい目標を特定できます。
そして、
その目標に向けてさま
ざまな利害関係者のチームが使用する、一連の共通のマイルストー
ンを策定できます。

デリバリー・パイプラインのボト
ルネックの把握
デリバリー・パイプラン上の非効率性を引き起こす最も大きな原因
は、以下のとおり分類することができます。
✓ 不必要な負荷 (同じ情報や知識を繰り返し通知しなければな
らない)

✓ 不必要な作業のやり直し (テスト環境や本番環境で欠陥を検
出できないため、開発チームに作業を戻さなければならない)

✓ 不必要な機能 (要求されていない機能を開発した)

デリバリー・パイプラインで最も重要なボトルネックとなる要素の 1
つに、
インフラのデプロイがあります。DevOps のアプローチを導入
するとアプリケーション・デリバリーのスピードが高まり、
インフラに
対してよりスピーディーな対応が求められます。
そこでは、
ソフトウェ
アで定義された環境によって、
インフラをプログラミング可能で繰り
返し可能な一種のパターンととらえ、
デプロイをスピードアップする
ことができます。詳細情報については、
「Infrastructuere as Code」の
セクションをお読みください。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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さらに、エンド・ツー・エンドで一定したフローを提供することで、パ
イプラインの最適化を行う必要があります。各プロセスのスループ
ットを一定に保つことで、バックログを回避することが重要です。
こ
のバランスを実現するには、重要なポイントでデリバリー・パイプ
ラインの機能化と測定を行うことで、バックログのキューの待ち時
間を最小限に抑え、処理中の作業を最適化し、キャパシティーとフ
ローを調整する必要があります。

DevOps における人

このセクションでは、必要な文化の醸成も含めて、人という側面から
DevOps を取り上げます。

DevOps の文化

DevOps は根本的には文化的なムーブメントであり、そこでは人が
最も重要な要素となります。組織は最も効率的なプロセスや自動
化されたツールを導入できますが、最終的にはそれらのプロセス
を実行し、それらのツールを使用する人間がいなければ意味があ
りません。そのため、DevOps 文化の醸成が DevOps 導入の核とな
ります。
DevOps の文化は、役割の壁を越えた高度なコラボレーション、部
門目標ではなくビジネスに注力すること、信頼、実験からの教訓を
重視することが特徴づけられます。
文化の醸成はプロセスやツールの導入のようにはいきません。そ
れには各人各様の素質、経験、先入観を持った人々から成るチーム
のソーシャル・エンジニアリング（他に良い言葉がみつからなかっ
たので）
とでも言うべきものが必要です。
この多様性により、文化の
醸成はやりがいがあるとともに困難なものになります。
大規模アジャイル開発フレームワーク (SAFe) や ディシプリンド・ア
ジャイル・デリバリー (DAD) といったリーンでアジャイルな変革の
プラクティスは DevOps の核となるものですが、組織が既にこれら
を利用しているのであれば、
それを生かして DevOps 文化の導入を
進めることができます。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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文化を測定する

文化の測定は極めて困難です。
コラボレーションの改善や士気
の向上はどうすれば正確に測定
できるのでしょうか。考え方や
チームの士気はアンケートで直
接測定できるかもしれません。
しかし、チームは大抵少人数で
あるため、統計的なエラー率が
上がる可能性があります。

それとは逆に、開発チームのメ
ンバーが公式のチャネルや何層
ものマネジメントを通してでは
なく、運用や QA のチームのメン
バーに直接連絡し、共同で問題
の解決に当たった回数を追跡す
れば、間接的な測定ができます。
利害関係者同士のコラボレーシ
ョンとコミュニケーション、そ
れが DevOps の文化です。

DevOps 文化を醸成するには、企業の責任者がチームと連携し、
コ
ラボレーションと共有を行う環境と文化を構築することが求められ
ます。責任者は、自らが作り出した協力を阻む壁を取り払わなけれ
ばなりません。通常の測定では、運用チームの評価はアップタイム
と安定性に応じて上がり、開発者の成績は新機能のデリバリーに応
じて上がります。
しかしそれが、
これらのグループの対立につながっ
ています。例えば、運用サイドは変更を一切受け入れないのが本番
環境を守る最善策だと考え、開発サイドも品質に注力するつもりは
ほとんどありません。
こういった評価を行うのではなく、新機能を迅
速かつ安全に提供するという責任を共有させます。
組織のリーダーは「見える化」を推進し、
コラボレーションをさらに
助長しなければなりません。特にチームが各地に分散しており、対
面で協力できない場合は、共通のコラボレーション・ツールを定め
ることは必須です。
プロジェクトの目標と状態をすべての利害関係
者から見えるようにしておくことは、信頼とコラボレーションに基づ
く DevOps 文化の醸成上極めて重要なことです。
時には DevOps 文化の醸成のために、人は変わらなければなりま
せん。変化、すなわち DevOps 文化の導入を好まない人々には、配
置転換が必要になるかもしれません。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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DevOps チーム

独立した DevOps チームを持つべきか否かは、DevOps の概念自
体と同じほど古くからある議論です。Netflix のように、独立した開
発チームや運用チームを持たず、１つの「NoOps」チームが両者の
責任を負う組織もあります。
また、問題解決やコラボレーションの促
進を行う DevOps 連絡窓口チームを設定することで成果を上げて
いる組織もあります。
このようなチームは既存のツール・グループや
プロセス・グループの場合もあれば、
デリバリー中のアプリケーショ
ンに関係のある全チームの代表者で編成された新しいチームの場
合もあります。
DevOps チームを置く場合は、
コラボレーションを促進する
「センタ
ー・オブ・エクセレンス」
としてそのチームを確実に機能させること
が最も重要な目標となります。煩雑な手続きが新たに増えたり、そ
のチームに DevOps 関連の問題の解決をすべて任せたりすること
があってはなりません。そのような展開があれば、DevOps 文化を
導入するという目的は頓挫してしまうかもしれません。

DevOps におけるプロセス

前のセクションでは、DevOps の導入における人と文化の役割につ
いて論じました。
プロセスによって、人がどのように行動すべきかが
決まります。組織に素晴らしいコラボレーション文化があったとして
も、人が間違ったことをしていたり、内容は正しくてもやり方が悪か
ったりすれば、やはり失敗は目に見えています。
DevOps では膨大な数のプロセスが特定されています。非常に数
が多いため、本書ではすべてをカバーすることはできません。
この
セクションでは、企業全体に導入することを考慮し、主要なプロセ
スの一部を説明します。

ビ ジ ネス・プ ロ セスとして の
DevOps
DevOps という機能は企業全体に影響を及ぼします。
これによって
企業は俊敏性を高め、顧客への機能のデリバリーを向上させること
ができます。DevOps をビジネス・プロセス、すなわち顧客のために
特定の成果 (サービスまたは製品) を生み出すためのアクティビテ
ィーやタスクの集まりとしてとらえれば、DevOps をさらに拡張する
ことができます。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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第 2 章で紹介したリファレンス・アーキテクチャーでは、DevOps の
ビジネス・プロセスによって、機能は構想 (通常はビジネス・オーナ
ーが特定) から開発とテストを経て本番稼働へと至ります。
このビジネス・プロセスはシンプルな一連のプロセス・フローに落
とし込めるほど成熟してはいませんが、組織が既に機能のデリバリ
ーに使用しているプロセス・フローは取り込んでおく必要がありま
す。
それにより、
プロセスそのものを改善することと自動化を導入す
ることの両方を実行することにより、改善対象を特定できます (この
章の後述の「DevOps におけるテクノロジー」を参照)。

変更管理プロセス

変更管理は、変更の可能性のある作業とその変更の実装に使用さ
れるプロセスを特定して、変更を制御、管理、および追跡するため
に設計された一連のアクティビティーを指します。組織で使用され
ている変更管理プロセスは、
それよりも大規模な DevOps のプロセ
ス・フローに本質的に含まれている部分です。変更管理は、DevOps
プロセスによる変更要求およびお客様からのフィードバックの吸い
上げと、その対応を支援します。
アプリケーション・ライフサイクル管理 (ALM) を導入した組織に
は、明確に定義され、(十中八九) 自動化された変更管理プロセス
が装備されています。
変更管理には以下の機能を使用可能にするプロセスが含まれてい
なければなりません。
✓ 作業項目管理

✓ 構成可能な作業項目のワークフロー
✓ プロジェクト構成管理

✓ プランニング (アジャイルおよび反復型)

✓ 成果物に対する役割ベースのアクセス制御
従来の変更管理のアプローチは概して変更要求や欠陥管理にと
どまり、変更要求間のイベントや、欠陥とそれに関連するコードま
たは要件を追跡する能力が限られています。
これらのアプローチ
では、
ライフサイクル全体をカバーする統合された作業項目の管
理も、あらゆるタイプの資産を追跡する標準機能も提供されませ
ん。
しかし DevOps では、すべての利害関係者がソフトウェア開発

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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ライフサイクル全体のあらゆる変更を表示し、そうした変更につい
てコラボレーションできることが求められます。
DevOps または ALM 中心の変更管理には、変更要求や欠陥に関係
するものだけでなく、すべてのプロジェクト、
タスク、および関連資産
の作業項目の管理を行うプロセスが含まれています。さらに、企業
が作業項目をすべての成果物やプロジェクト資産に関連付け、そ
の作業項目を担当しているいずれかの実務者が作成、修正、参照、
削除した他の作業項目に関連付けることができるプロセスも含ま
れています。
これらのプロセスは、変更に関する全情報に役割ベー
スでアクセスできる権限をチームのメンバーに与えるほか、反復型
およびアジャイルなプロジェクト開発作業も支援します。

DevOps のプラクティス

以下は、DevOps 導入時に含める必要のある具体的なプラクティス
の一部です。
✓ 継続的改善

✓ リリース・プランニング

✓ 継続的インテグレーション
✓ 継続的デリバリー
✓ 継続的テスト

✓ 継続的モニタリングおよびフィードバック
以下のセクションでは、
これらのプラクティスを詳しく検証していき
ます。

継続的改善

真のリーンな思考を活用すれば、
プロセスの導入は単発のアクシ
ョンではなく、継続的なプロセスです。組織は、組織が成熟し、導入
したプロセスから学ぶ中で、改善すべき領域を特定する標準のプ
ロセスを持たなければなりません。多くの企業にはプロセス改善
チームがあり、そのチームが観察と得られた教訓に基づいてプロ
セスの改善に取り組んでいます。
また、
プロセスを導入するチーム
に対し、
プロセス改善のパスを独自に自己評価して決定できるよう
に支援するチームも存在しています。使用する方法にかかわらず、
その目標は継続的な改善を実現することにあります。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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リリース・プランニング

リリース・プランニングは重要なビジネス上の機能であり、顧客に
機能を提供するというビジネス・ニーズとそうしたニーズのタイム
ラインによって推進されます。従って、企業にはリリースのロードマ
ップ、
プロジェクトの計画、デリバリーのスケジュールを進めていく
ための、明確に定義されたリリース・プランニングおよび管理プロ
セスが必要なだけでなく、それらのプロセス全体をエンド・ツー・エ
ンドで追跡する能力も必要です。

これを行うに当たり、今日の企業の大部分は、表計算を使用した
り、業務に関わる全利害関係者としばしば延々とミーティングを
開いたりして、現在開発中のすべてのビジネス・ニーズ・アプリケ
ーションに加え、その開発状況およびリリース・プランを追跡して
います。
しかし、明確に定義されたプロセスと自動化があれば、表
計算と会議が不要になり、
リリースが合理化され、何よりもリリー
スが予測可能になります。
リーンとアジャイルのプラクティスを利
用することでリリースをより小規模かつより高頻度で行えるように
なり、品質への注力強化が可能になります。

継続的インテグレーション

継続的インテグレーション (第 2 章で説明) は DevOps に計り知れ
ない付加価値を提供します。
これによって、複数の場所で技術横断
的なコンポーネントの作業をしている大規模な開発者チームが、
ソフトウェアのデリバリーをアジャイルに行えるようになるのです。
また各チームの作業を他の開発チームの作業と継続的に統合し、
検証を行うことも可能になります。
このように、継続的インテグレー
ションでリスクを減らし、
ソフトウェア開発ライフサイクルの早い段
階で問題を特定することができます。

継続的デリバリー

継続的インテグレーションはそのまま継続的デリバリーのプラク
ティス、すなわちテスト環境、システム・テスト環境、ステージング
環境、そして本番環境へのソフトウェアのデプロイを自動化する
プロセスへとつながります。本番投入に至らない組織もあります
が、DevOps を導入した組織は一般に、すべての環境で同じ自動化
プロセスを使用し、効率の向上と、
プロセスのばらつきで生じるリス
クの軽減を図っています。
テスト環境では、構成の自動化、テスト・データの更新、テスト環境
へのソフトウェアのデプロイを行い、続いて自動化テストを実施す
ることにより、テスト結果を開発に戻すフィードバック・サイクルが
スピードアップします。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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継続的デリバリーの導入は通常、DevOps 導入で最も重要な部分で
す。多くの DevOps 実務者にとって、DevOps は継続的なデリバリー
に限定されるため、DevOps として販売促進されているツールの大
半はこのプロセスにしか対処していません。
しかし、本書を通してお
読みいただければわかるように、DevOps の範囲ははるかに広いも
のです。継続的デリバリーは DevOps に不可欠なコンポーネントの
1 つですが、
コンポーネントはそれ１つというわけではありません。
組織はビジネス・ニーズと差し迫っている課題に基づき、他のプロ
セスで導入を開始することも、あるいは第 2 章で説明されている他
の導入パスで導入を開始することもできます。

継続的テスト

継続的テストは第 2 章で紹介しました。
プロセスの観点から言え
ば、継続的テストを可能にするには、次の 3 つの領域のプロセスを
導入する必要があります。
✓ テスト環境のプロビジョニングと構成
✓ テスト・データ管理

✓ インテグレーション、機能、性能、セキュリティー
組織では、各領域にどのプロセスを導入すべきかを QA チームが決
める必要があります。導入するプロセスは、個々のテストのニーズと、
サービス・レベル・アグリーメントの要件に基づいて、
プロジェクトご
とに異なる場合があります。例えば、顧客用のアプリケーションには
社内用アプリケーションよりも多くのセキュリティー・テストが必要に
なるかもしれません。
また、
アジャイルの方法論を使用して継続的イ
ンテグレーションを実践するプロジェクトにとって、テスト環境のプ
ロビジョニングとテスト・データ管理は、
ウォーター・フォールの方法
論で数カ月に 1 回しかテストしないプロジェクトがとらえている以
上に重要な課題です。同様に、
さまざまなデリバリー・サイクルを持
つコンポーネントが含まれた、複雑なアプリケーションの場合、
その
機能テストや性能テストの要件は、単純な一体構造の Web アプリケ
ーションの要件とは違ってきます。

継続的モニタリングおよびフィードバック

ユーザー・フィードバックは、顧客がオープンしたチケット、正式な
変更要求、非公式の苦情、
アプリ・ストアの格付けなど、さまざまな
形で表れます。特に、
ソーシャル・メディアやアプリ・ストア (第 5 章
を参照) の普及に伴い、企業には無数のソースからフィードバック
を吸い上げ、それらをソフトウェア・デリバリー計画に組み入れる
ための明確に定義されたプロセスが必要となります。
これらのプロ
セスは、市場の変化や規制の変更に対応するのに十分なほどアジ
ャイルである必要があります。
これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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プロセス導入を測定する

効率と品質に関する一連のメト
リックが時間とともに向上し
ているかどうかを調べれば、プ
ロセス導入の成功を測定できま
す。このタイプの測定には 2 つ
の前提条件があります。

✓ 効率と品質の適切なメトリ
ックを特定するこれらのメ
トリックはビジネスにとっ
て本当に重要なものでなけ
ればなりません

✓ 改善度を測定するために、
基準となるベースラインを
設定する

プロセスの成熟度は、明確に定義
されたフレームワークのいずれか
を使用して測定できます。DevOps
固有のプロセスについては、最新
の IBM DevOps Maturity Model などの
モデルで成熟度を査定できます。
IBM の成熟度モデルの詳細は、
ibm.biz/adoptingdevops に掲
載されています。

フィードバックはモニタリング・データからも入手できます。
このデ
ータは、そのアプリケーションを実行しているサーバーから、また
は開発環境や QA 環境、本番環境から、
またはアプリケーションに
組み込まれてユーザーのアクションを収集するメトリック・ツール
から得られます。
データの過負荷が生じる可能性もあることから、組織にはアプリケ
ーションとそのアプリケーションが実行される環境を拡張するデー
タ収集プロセスとデータ使用プロセスが必要になります。

DevOps におけるテクノロジー

テクノロジーのおかげで、人はルーチン作業を自動処理に任せ、価
値の高い創造的な作業に集中できます。
また、実務者のチームはテ
クノロジーによって時間と能力を有効活用したり、
その規模を拡大・
縮小したりできます。
複数のアプリケーションのビルドや保守を行う組織では、実行する
処理はすべてのアプリケーション上で反復可能で、信頼性が高く、
品質が保証されたものでなければなりません。新リリースをそれぞ
れゼロから作ったり、各アプリケーションにバグ修正を行ったりす
ることはできません。組織がコスト効率と効率性を求めるのであれ
ば、資産、
コード、およびプラクティスの再利用が必要です。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。

第 3 章：DevOps を導入する

25

自動処理を標準化すれば、人が一層の能力を発揮することもできま
す (この章の「DevOps に関わる人」
を参照)。組織では社員、請負業
者、
またはリソース・プロバイダーが入れ替わる場合があります。
つま
り、人がプロジェクト間で移動する可能性があります。
しかし、共通の
ツール・セットがあれば、実務者は場所を問わずに作業できます。
ま
た、チームの新メンバーもツール・セットを 1 つ習得すれば済みま
す。
これは効率的、経済的、反復可能で、規模の拡大・縮小ができるな
プロセスです。

Infrastructure as code
Infrastructure as Code は、環境のプロビジョニングと構成におい
て、組織が継続的デリバリーに必要な規模とスピードを管理できる
ようにする、DevOps のコア機能です。
Infrastructure as Code の概念を軸として展開しているのが SoftwareDefined Environment (ソフトウェアで定義された環境) の概念で
す。Infrastructure as Code で行われるのはノードの定義と構成のコ
ード化ですが、Software-Defined Environment では複数ノードから
成るシステム全体を定義するテクノロジーが用いられます。
それには
構成だけでなく、
定義、
トポロジー、
役割、
関係、
ワークロードおよびワ
ークロードのポリシー、
および振る舞いも含まれます。
Infrastructure as Code を実現するための自動化ツールには、次の
3 種類があります。
✓ アプリケーションまたはミドルウェア指向のツール: 通常これら
のツールは、
アプリケーション・サーバーとその上で実行され
るアプリケーションの両方のコードを管理できます。そうした
ツールは特化されており、それらがサポートするテクノロジー
向けの一般的な自動化タスクのライブラリーがバンドルされ
ています。オペレーティング・システム (OS) の設定を構成する
といった低レベルのタスクは実行できませんが、サーバーおよ
びアプリケーション・レベルのタスクはすべて自動化できます。
✓ 環境ツールと実装ツール: これらのツールは新規のツールであ
り、インフラ構成とアプリケーション・コードの両方を実装する
ことができます。

✓ 汎用ツール: これらのツールは特定のテクノロジーに特化した
ものではなく、
スクリプトを記述することで、仮想ノードや物理
ノード上の OS の構成からファイアウォール・ポートの構成に至
る、複数の種類のタスクを実行できます。
これらのツールでは、
アプリケーションやミドルウェア中心のツールと比べて前処理
が大幅に増えますが、非常に幅広いタスクを処理できます。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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IBM UrbanCode Deploy with Patterns のような環境の管理とデ
プロイを行うツールを使用すると、企業は迅速に環境を設計、デプ
ロイ、再利用でき、
デリバリー・パイプラインを迅速に処理できます。

デリバリー・パイプライン

デリバリー・パイプラインは、開発から本番に至るまで、アプリケー
ションが通過する複数のステージで構成されています。図 3-1 は一
般的な一連のステージを示しています。ただし、
これらのステージ
は組織によって異なる場合があり、
また、組織のニーズ、
ソフトウェ
アのデリバリー・プロセス、および成熟度に応じてアプリケーション
ごとに異なる場合もあります。自動化のレベルもさまざまです。デ
リバリー・パイプラインを完全に自動化している組織もあれば、規
制要件や社内要件のため、
ソフトウェアを手動でチェックおよびゲ
ート処理している企業もあります。すべてのステージに一度に対処
する必要はありません。一度にすべてではなく、組織の重要な部分
に焦点を当てるところから始め、徐々に広げてすべてのステージを
含めてください。
アプリケーションのリリース管理
アプリケーションのデプロイの自動化

開発

ビルド

パッケージ・
リポジトリー

テスト環境

クラウドのプロビジョニング

ステージング
環境

本番環境

図 3-1: 一般的な DevOps のデリバリー・パイプラインのステージ

一般的なデリバリー・パイプラインには、以下のセクションで説明す
るステージがあります。

開発環境

アプリケーションの開発作業は開発環境で行われます。
そこには、開
発者がコードを書いたり、
テストしたりできるようになるツールが複
数用意されています。
このステージにあるのは開発者がコードの記
述に使用する統合開発環境 (IDE) ツールにとどまりません。
コラボ
レーティブ開発を可能にする、
ソース制御管理、作業項目管理、
コラ

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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ボレーション、単体テスト、
プロジェクト計画のためのツールが含ま
れています。
このステージのツールは一般に、実行中の開発のタイ
プに応じたクロス・プラットフォームなものであり、
また技術横断的
なものです。

ビルド・ステージ

ビルド・ステージ はコードをコンパイルし、
デプロイするバイナリー
を作成して単体テストを行う場です。
このステージでは、
クロス・プラ
ットフォームのニーズや技術横断的なニーズに基づき、
ビルド・ツー
ルが複数使われる場合があります。通常、開発組織はビルド・サーバ
ーを使用することで、継続的に必要になる膨大な数のビルドを円滑
に進め、継続的インテグレーションを可能にしています。

パッケージ・リポジトリー

パッケージ・リポジトリー 「
( 資産リポジトリー」や「成果物リポジト
リー」
とも呼ばれる) はビルド・ステージ中に作成されたバイナリー
を共通で保管するメカニズムです。バイナリーのデプロイが円滑に
進むよう、
これらのリポジトリーには、それらのバイナリーに関連付
けられている構成ファイル、Infrastructure as Code ファイル、デプ
ロイ用スクリプトといった資産も保管する必要があります。

テスト環境

テスト環境は、QA、ユーザー受け入れ、開発/テストの各チームが実
際のテストを行う場です。QA のニーズに基づき、
このステージでは
数々のツールが使用されます。いくつかの例を以下に示します。
✓ テスト環境管理: これらのツールはテスト環境のプロビジョニ
ングと構成を円滑化します。
これには Infrastructure as Code
技術と、その環境がクラウド上にある場合にはクラウドのプロ
ビジョニングおよび管理ツールが含まれます。
✓ テスト・データ管理: 継続的なテストを行いたいと考えている組
織にとって、
テスト・データの管理は不可欠な機能です。実行で
きるテストの数とテストの実行頻度は、テストに利用できるデ
ータの量と、そのデータを更新するスピードによって制限され
ます。

✓ テストの統合、機能、パフォーマンス、
セキュリティー: これらのタ
イプのテストには、それぞれ自動化ツールが存在します。それ
らのツールは、テスト・シナリオ、テスト・スクリプト、関連する
結果をすべて格納でき、コード、要件、および欠陥に戻って追

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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跡できる、共通のテスト資産管理ツールまたはリポジトリーと
統合する必要があります。

✓ サービスの仮想化: 最近のアプリケーションは単純な一体構造
のアプリケーションではありません。
それらは複雑なシステムで
あり、
他のアプリケーション、
アプリケーション・サーバー、
データ
ベース、
そして時にはサード・パーティーのアプリケーションや
データ・ソースに依存しています。困ったことに、それらのコン
ポーネントがテストの際に利用できなかったり、割高になって
しまったりする場合があります。サービス仮想化ソリューション
は、
アプリケーション内の選択コンポーネントの振る舞い、すな
わち機能とパフォーマンスをシミュレートして、
アプリケーション
全体のエンド・ツー・エンドのテストを実現します。
これらのツー
ルは、
テストを実行するのに必要な、
アプリケーションとサービ
スのスタブ (仮想コンポーネント) を作成します。
アプリケーシ
ョンの振る舞いとパフォーマンスは、
これらのスタブを処理す
ることでテストできます。IBM の Rational Test Virtualization
Server はこのようなテスト仮想化機能を備えています。

ステージおよび本番環境

アプリケーションはステージング環境と本番環境にデプロイされま
す。
これらのステージに使用されるツールには、環境管理ツールと
プロビジョニング・ツールがあります。
これらのステージが存在する
環境は大規模であるため、Infrastructure as Code 用のツールもこ
れらのステージで重要な役割を果たします。仮想化技術やクラウド
技術の到来により、今日では、
ステージング環境および本番環境は
数百台、時には数千台のサーバーで構成されることもあり得ます。
モニタリング・ツールを使用すれば、組織は本番環境にデプロイし
たアプリケーションをモニタリングできます。

デプロイの自動化とリリース管理

あるステージから次のステージへのアプリケーションの自動デプ
ロイを管理するには、専用のツールが必要です。以下のセクション
では、その一部を説明します。

デプロイの自動化

デプロイの自動化ツールは、DevOps 領域における中核的なツー
ルです。
このようなツールは全体を組織化してデプロイし、
どのバー
ジョンがどのノードに、ビルドのどのステージで、
どのデリバリー・パ
イプラインでデプロイされるのかを追跡します。
また、
アプリケーシ
ョン・コンポーネントをデプロイしなければならない、すべてのステ
ージの環境の構成も管理します。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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テクノロジーの導入を測定する

ツールとテクノロジーの投資対
効果の測定は単純明快です。一
般に測定できるのは自動化で実
現した効率の向上です。また、手
動のツールでは必ずしもそうはい
きませんが、自動化ツールではタ

スクのスケーラビリティーと信
頼性も改善できます。統合され
た一連の自動化ツールを使用す
ることで、最終的にはコラボレー
ション、トレーサビリティー、品
質の向上が実現します。

デプロイ自動化ツールは、デプロイされるソフトウェアのコンポー
ネント、更新が必要なミドルウェア・コンポーネントとミドルウェア
の構成、変更が必要なデータベース・コンポーネント、
これらのコン
ポーネントがデプロイされる環境の構成変更に対応します。
これら
のツールはまた、
これらのデプロイと構成変更を実行するプロセス
を管理し、
自動化します。IBM UrbanCode Deploy はこうしたデプロ
イ自動化ツールの 1 つです。

リリース管理

リリースの計画と、個々のリリースに関連したデプロイを組織化す
るには、事業、開発、QA、運用の各チームにまたがった調整が必要
です。
リリース管理ツールを使用することで、組織ではリリースの
計画と実行、
リリースに関わる全利害関係者のための単一のコラ
ボレーション・ポータルの提供、ビルドおよびデリバリー・パイプラ
インの全ステージをカバーするリリースとそのコンポーネントの追
跡が可能になります。IBM UrbanCode Release はこのようなリリー
ス管理機能を備えています。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。

第4章

クラウドによる
DevOps の促進
この章の内容

▶ DevOps の促進要素としてクラウドを活用する
▶ フルスタックのデプロイについて理解する

▶ さまざまなクラウド・サービス・モデルを検討する
▶ ハイブリッド・クラウドを解明する

D

evOps とクラウドは影響を及ぼし合い、お互いの機能を促
進しています。企業がクラウドを採用すると、DevOps のホ
スティングのためにクラウドを活用するビジネス・バリューが明ら
かになります。
クラウド・プラットフォームが実現する柔軟性、
レジリ
エンシー、俊敏性、サービスによって、
クラウドでホストされるアプ
リケーションのデリバリー・パイプラインを合理化できます。必要な
場面とタイミングで、開発からテストを経て本番稼働に至るあらゆ
る環境のプロビジョニングと構成を行うことができます。
このプロ
セスによって、デリバリー・パイプラインの環境に関連するボトルネ
ックを最小化できます。
また、企業は開発環境とテスト環境のコスト
を削減し、実務者に最新の合理化された開発者エクスペリエンスを
提供することを目的として、
クラウド・プラットフォームの活用を検討
しています。
これは、DevOps 機能のためにクラウドを導入する際の
非常に重要なビジネス上の動機付けとなっています。
この章では DevOps のためのクラウドに関するさまざまなモデル
について考え、
クラウド上のワークロードとしての DevOps のビジ
ネス・バリューを検証します。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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DevOps の促進要素としてのク
ラウドの活用

DevOps の主たる目的は、デリバリー・パイプラインのボトルネック
を最小化することで、
より効率的かつリーンなデリバリー・パイプラ
インを実現することにあります。企業が直面する最も重要なボトル
ネックに、環境の可用性と構成に関するボトルネックがあります。特
に開発者やテスターといった実務者が正式なチケット要求プロセ
スを通じて環境をリクエストすることがよくあり、
このリクエストを処
理するために数週間はかからなくても、数日かかることがあります。

DevOps の特性の 1 つは、本番環境に近い環境で開発とテストを行
うことにあります。環境の可用性に関するボトルネックに加えて、本
番環境にマッチしない環境による課題が存在します。
このミスマッ
チには、オペレーティング・システム (OS) レベルやミドルウェア・レ
ベルの環境の構成の差異といった単純なものから、開発環境に本
番環境で使用されるものと全く異なる種類の OS やミドルウェアが
存在するといった深刻なものまでが含まれます。
環境の可用性が十分でない場合、担当者の待ち時間が長くなる可
能性があります。開発環境と本番環境のミスマッチが存在すると、
開発者は開発対象のアプリケーションが本番環境でどのように動
作するか検証できず、テスト環境へのデプロイで使用されるプロセ
スを通じて実際に本番環境にデプロイできるかどうかわからない
ため、深刻な品質上の問題が発生する場合があります。
クラウドは以下を通じてこのような問題に対応します。
✓ クラウド・プラットフォームで環境のプロビジョニングを行うス
ピードが速いため、担当者はセルフサービス形式で環境の可
用性とアクセスをオンデマンドで実現する
✓ 必要に応じて動的に環境のプロビジョニングとプロビジョニ
ングの解除を行うことで、永続的かつ静的なテスト環境の必
要性を削減でき、環境の管理を改善し、
コストを削減できる

✓ 環境をソフトウェアとして定義およびバージョン管理できる「
パターン」テクノロジーを活用することで、企業は実務者のニ
ーズに合致する環境のプロビジョニングを行うことができ、
さ
らに重要なポイントとして本番に違い環境を実現できる

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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✓ 自動化の観点からは IBM UrbanCode Deploy のようなアプリ
ケーションの自動化テクノロジーが利用できるため、単一のツ
ールを活用することで環境をデプロイでき、必要な場合とタイ
ミングで環境に適切なアプリケーションのバージョンをデプロ
イできるまた、
このようなテクノロジーは実務者のニーズに合
致する環境とアプリケーションを迅速に構成することができる

✓ IBM Rational Test Virtualization Server のようなクラウド環
境で稼働するサービスの仮想化テクノロジーが利用できるた
め、サービスの実際のインスタンスのプロビジョニングを行う
ことなく、必要なサービスのシミュレーションを行うことがで
きる
図 4-1 は、
クラウド環境がデプロイの自動化テクノロジーとサービス
の仮想化テクノロジーとを連携することにより、エンド・ツー・エンド
の開発環境とテスト環境を提供できることを示しています。

図 4-1: クラウド上のエンド・ツー・エンドの開発とテスト

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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DevOps のないクラウドでは、
クラウドのすべてのメリットを活用で
きません。
クラウド上でホストされた環境で DevOps を導入すると、
ソフトウェア・アプリケーションを提供する組織にクラウドの包括的
なメリットを提供することができます。

フルスタックのデプロイ

クラウド・アプリケーションをデプロイするには、
アプリケーションの
デプロイとアプリケーションが稼働するクラウド環境の構成が必要
です。
これらの 2 つのタスクは別々に実行することもできまずが、
こ
フルスタックのデプロイが実現
れらのタスクを組み合わせることで、
します。
このセクションでは、
これらの 2 種類のアプローチについて
さらに詳しく説明します。
最初のアプローチは、
クラウド環境のプロビジョニングをアプリケ
ーションのデプロイと切り離すアプローチです。
このシナリオでは、
クラウド環境とクラウド環境上でデプロイされるアプリケーションを
統合する単一のポイントが存在します。
アプリケーションのデプロイ
の自動化ツールは、
クラウド環境を単に静的な環境とみなします。
こ
の場合、
クラウドへのデプロイによるメリットを最大化することはで
きません。
2つ目のアプローチでは、
クラウド環境のプロビジョニングとプロビ
ジョング対象の環境へのアプリケーションを統合する単一のツー
ルとして、デプロイの自動化ツールを活用します。
これを実現する
には、
クラウド環境の定義とトポロジーを収集し、
アプリケーション
のコンポーネントと構成をクラウド環境で定義されたノードにマッ
ピングする
「ブループリント」を構築します。

IBM Virtual System Patterns や OpenStack HOT テンプレートのよ
うなさまざまなパターン・テクノロジーを使用すると、
クラウド環境
をテンプレートとして定義できます。IBM UrbanCode Deploy with
Patterns をはじめとするデプロイの自動化ツールは、
このようなブ
ループリントを使用することで、
フルスタックのプロビジョニングを
提供できます。
ブループリントで定義されたクラウド環境のプロビ
ジョニングやプロビジョニングされた環境へのアプリケーションの
デプロイを行うことができます。環境のプロビジョニングが完了す
ると、
アプリケーション、設定、
コンテンツの変更を更新としてクラウ
ド環境に連続的にデプロイできます。
または、企業は、環境と関連するアプリケーションが単一のデプロイ
可能な資産として常にプロビジョニングされるフルスタックのデプ
ロイを選択することもできます。
この場合、既存の環境の更新は一
切行われません。
これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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DevOps のクラウド・サービス・
モデルの選択
クラウドを導入する場合、
まずはクラウド・プラットフォームに移行
する責任の範囲とユーザーが担当する責任の範囲を決定する必要
があります。
クラウドに関しては主に 2 種類のサービス・モデルがあ
ります。Infrastructure as a Service (IaaS) と Platform as a Service
(PaaS) です。

IaaS
IaaS のサービス・モデルでクラウドを導入すると、
クラウド・プラッ
トフォームが基本となるインフラを管理し、あらゆる仮想インフラ
を管理するための機能とサービスをユーザーに提供します。インス
トール、パッチの適用、OS、
ミドルウェア、データ、アプリケーション
の管理は、ユーザーの責任となります。
クラウド上のワークロードとして DevOps を導入する観点からは、
どのクラウド・サービス・モデルを使用するかによって DevOps の
導入形態が決まります。IaaS のサービス・モデルの場合、ユーザー
の組織がデリバリー・パイプライン全体の管理の責任を負います。
デリバリー・パイプラインのすべてのツールと統合 (適切なツール
セットの取得やデリバリー・パイプラインの実現のためのツールの
統合を含む) は、ユーザー組織の責任となります。
さらに、開発チー
ムと運用チームの間で DevOps の文化に基づくコラボレーション
が実現することを保証する必要があります。単にクラウド・プラット
フォームを使用しているからといって、コードを提供する開発チー
ムとインフラを提供する運用チームの間の責任の分担がなくなる
わけではありません。
アプリケーションのデリバリー・チームに IaaS を提供するという
点ではクラウドによって非常に大きなメリットが発生するもの
の、DevOps によって実現すると思われる価値を提供するには、デ
リバリー・チームはあらゆる適切な DevOps 機能を設定する必要
があります。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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役割の明確化

IaaS 上で DevOps を活用する際には、
クラウド・プラットフォームとアプリケ
ーションのデプロイツールの間で役
割を定義することが重要です。
どの
ツールがどの処理を行うのでしょう
か。この点を簡単に確認するには、

クラウド・スタックに含まれる変化の
遅い資産と変化の速い資産を確認し
ます。以下の図は、OS 層、
ストレージ
層、ネットワーク層からアプリケーシ
ョン層までのアプリケーション・スタ
ックのさまざまな層を示しています。

アプリケーション、データ、
ミドルウ
ェアの構成層は、その性質上迅速
に変化します。このような変化が頻
繁に発生するのは、アプリケーショ
ンに加え、アプリケーションのデー
タと使用が繰り返し実施されるため
です。開発中のアプリケーションの
場合、変化のスピードが非常に速く
なることがあります。
これより下位の
層にはミドルウェア (アプリケーショ
ン・サーバーやデータベースなど)、
OS、ストレージがあり、
これらはそれ
ほど頻繁に変化しません。アプリケ

ーション、コンテンツ、構成に影響を
及ぼす単純な変更のために、すべて
の層の更新と再プロビジョニングを
行うことは効率的でないため、アプ
リケーションのデプロイツールとク
ラウドの管理ツールの間でこのよう
な変化の速い層と遅い層の役割を
分離することが賢明です。変化の速
い層はアプリケーションの管理ツー
ルが管理および自動化し、変化の遅
い層はクラウド・プラットフォームが
提供するクラウド管理ソフトウェア
が管理および自動化します。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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PaaS
PaaS のクラウド・モデルを導入すると、ユーザーの責任の対象はア
プリケーションとデータに制限されます。
その他のすべての機能は、
サービスとして提供されるクラウド・プラットフォームが提供します。
この結果、
アプリケーションのデリバリー・チームの実務者のエクス
ペリエンスが大きく改善されます。
アプリケーションの開発ツールと
テスト・ツールは、実務者がアクセスできるプラットフォーム上でサ
ービスとして提供されます。
アプリケーションのデリバリーを行う組
織はデリバリー・パイプラインを管理する責任から開放されます。
こ
の責任は PaaS に組み込まれ、実務者は迅速にアプリケーションを
提供することにのみ注力できます。開発ツールとテスト・ツールに加
えインフラのプロビジョニングはサービスとして担当者の手を離れ
るため、実務者は自分の主たる責任であるアプリケーションのデリ
バリーに集中できるようになります。
IBM Bluemix は PaaS です。IBM と IBM のパートナーがプラットフ
ォームとプラットフォーム上で提供されるサービスを管理します。
こ
のプラットフォームは IBM DevOps Services を組み込んでいます。
これはチームが DevOps を導入するために必要なすべての機能を
提供する一連のサービスであり、
アプリケーションのデリバリー・パ
イプラインを一連のサービスとして提供します。
アプリケーションの
デリバリー・チームは、サービスのホスティング形態や提供形態を気
にすることなく、
このサービスを使用できます。DevOps Service は以
下を提供します。
✓ IDE as a Service
✓ ビルド as a service

✓ 計画作りとタスク管理 as a service

✓ セキュリティー・スキャン as a service
✓ デプロイ as a service

✓ モニタリングと分析 as a service
このプラットフォームは、デリバリーのライフサイクル (開発、テス
ト、
ステージングから本番稼働までを含む) を通じて、
さまざまな環
境で稼働するアプリケーションにスケーラブルなランタイム環境を
提供します。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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ハイブリッド・クラウドとは

ハイブリッド・クラウドは、
クラウド領域において非常に一般的な用
語になっています。
この用語は、複数のクラウド・テクノロジーが共
存する場合や、
クラウド・インフラと物理インフラが共存する場合
など、
さまざまなクラウド・シナリオを説明するようになっています。
ハイブリッド・クラウドを定義する簡単な方法として、
まず以下のよ
うなさまざまなクラウド・シナリオを参照してください。
✓ クラウド・インフラと物理インフラ: これは非常によく見られる
ハイブリッド・クラウドの活用シナリオです。初めからクラウド
を活用している企業でないかぎり、実際にはこれが標準的な
シナリオです。すべての既存の企業には、既存の物理インフラ
上で現在稼働しているワークロードとアプリケーションがあり
ます。多くの場合、
これらのアプリケーションの一部は今後も物
理インフラ上で稼働します。典型的な例としては、
テクノロジー
とコストの制限があるため、
メインフレーム・アプリケーション
と大量のデータを使用する SoR アプリケーションはクラウド
には移行しません。企業がすべてのアプリケーションをクラウ
ドに移行しようとしても、移行はすぐには実施できず、物理イ
ンフラとクラウド・インフラが共存する期間が長くなる可能性
があります。

✓ オンプレミス・クラウドとオフプレミス・クラウド: このシナリオで
は、企業は一部のアプリケーションとワークロードのためにオ
フプレミス・クラウド (パブリック・クラウドまたは仮想プライベ
ート・クラウド) を導入する一方で、他のワークロードのために
オンプレミス・クラウド (プライベート・クラウド) を導入します。
この例としては、開発環境用に低コストなオフプレミス・クラウ
ドを活用するものの、あらゆる本番ワークロードをサポートす
る自社のデータ・センターではオンプレミスの自社管理型のク
ラウドを活用する企業が挙げられます。

✓ IaaS と PaaS: このシナリオには、一部のワークロード (新規の
先進的な SoE アプリケーションなど) に対しては PaaS のクラ
ウド・サービス・モデルを導入し、従来からの SoR ワークロー
ドに対しては IaaS を導入するお客様が含まれます。

DevOps の導入に関連して、ハイブリッド・クラウドの存在によって、
ハイブリッド・クラウド環境と物理環境を含む複雑な環境にアプリ
ケーションのデリバリー・パイプラインが広がることで、
これまでに
ない課題が生まれています。
このようなハイブリッド・クラウド環境
の例としては以下が挙げられます。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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✓ 開発、テスト、その他の非本番環境にはパブリック・クラウドの
使用を決定する一方で、本番環境用にはオンプレミス・クラウ
ドや場合によっては物理インフラを使用する
✓ SoE アプリケーションをクラウド環境にデプロイしているもの
の、
コアのビジネス・アプリケーションにバックエンド・サービ
スを提供する SoR アプリケーションはメインフレームなどの
物理インフラ上にまだ存在している

✓ 先進的なアプリケーションに関しては試験的にパブリックな
PaaS を活用するものの、テストが成功した段階ではアプリケ
ーションをプライベート・クラウドに移行する

✓ 特定のベンダーへの依存を排除し、重要なワークロードを複
数のクラウド・ベンダー間でデプロイする機能を実現するため
に、複数のクラウド・プラットフォーム間でアプリケーション・ワ
ークロードの移植性を実現したいと考えている

こうした複数のクラウド環境と物理環境の間でアプリケーションの
デプロイを行いたいニーズが、ハイブリッド・クラウドのアプロー
チを使用して DevOps を導入する際の主要な要件となっていま
す。IBM の UrbanCode Deploy with Patterns のようなアプリケー
ションはブループリントを使用してアプリケーションと構成を複数
の物理環境とクラウド環境にマッピングするため、複雑なハイブリ
ッド・クラウド環境間でアプリケーションのデプロイを自動化でき
ます。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。

第5章

DevOps で新しい問題
を解決する
この章の内容

▶ モバイル・アプリケーションの使用可能化
▶ ALM プロセスへの対応

▶ アジャイルなスケールアップ

▶ 多階層アプリケーションの管理
▶ 全社的な DevOps 活用

▶ サプライ・チェーンとの連携

▶ Internet of Things のナビゲーション

D

evOps は、Etsy、Flickr、Netflix といったいわゆる Web 生ま
れの企業 (インターネットに起源を持つ企業) から始まりま
した。
これらの企業のアーキテクチャーは、複雑な技術的課題を極
めて大規模に解決するにもかかわらず、非常にシンプルなもので
した。複数のテクノロジーで構成されたシステムの連携と動作を必
要とするレガシー・システム主導で成長してきた大企業や、企業買
収・合併で成長してきた大企業とは違います。モバイルのような新
技術やソフトウェア・サプライ・チェーンといったアプリケーション・
デリバリー・モデルが現代の企業に課す要求によって、それらの課
題はさらに困難なものとなっています。
この章では、企業が直面しているこれらの課題のうち、DevOps で解
決できるものについていくつか検証します。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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モバイル・アプリケーション

企業のモバイル・アプリケーションは、通常スタンドアロンのアプリ
ケーションではありません。それらはモバイル・デバイス本体にビ
ジネス・ロジックをほとんど置かないアプリケーションであり、むし
ろ社内で既に使用されている複数のエンタープライズ・アプリケー
ションのフロントエンドとして利用されています。
これらのバックエ
ンドのエンタープライズ・アプリケーションは、
トランザクション処
理システムから社員用ポータルや顧客獲得システムなどに至るま
で多岐にわたります。モバイルの開発とデリバリーは複雑であり、
依存する一連のサービスを、高い信頼性と効率性を維持しつつ、調
整のとれた形で提供する必要があります。

エンタープライズ・モバイル・アプリケーションでは、それが対話す
るエンタープライズ・アプリケーションおよびサービスとの間でリリ
ース・サイクルと新機能のリリースを調整しなければなりません。従
って、DevOps の導入には、エンタープライズ・アプリケーション開
発チームの他のメンバーと一緒に、モバイル・アプリ・チームも正
式なメンバーおよび参加者として加わってもらう必要があります。

DevOps とアプリ・ストア

モバイル・アプリ固有の特徴の 1
つが、アプリ・ストアへのデプロ
イの必要性です。ほとんどのモバ
イル・アプリは、モバイル・デバイ
スに直接デプロイすることはでき
ません。ベンダーが管理するアプ
リ・ストアを経由しなければなら
ないのです。Apple は同社の App
Store でこの配布形式を導入しま
した (また、デバイスをロックし
て、アプリ開発者やベンダーがア
プリを直接インストールできな
いようにしています)。Research In
Motion、Google、Microsoft などの
デバイス・メーカーは、一時はア
プリの直接インストールを許可し
ていましたが、現在では Apple の
モデルに従っています。

このような状況から、デプロイプ
ロセスには非同期のステップが
加わり、開発者が更新をオンデマ
ンドでアプリにデプロイすること
はできなくなっています。たとえそ
れが重大なバグ修正であっても、
新しいアプリのバージョンはアプ
リ・ストアに送信したうえでレビュ
ーのプロセスを経なければなりま
せん。継続的なデリバリーは「送信
し、待つこと」
と化しています。テス
ト環境でアプリケーションが今後
デプロイされるデバイスや山のよ
うな数の物理デバイスのシミュレ
ーションを行う必要があるため、
開発環境およびテスト環境に対す
る継続的なデプロイは引き続き行
われています。
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世界中の企業のデータの 80% はメインフレームから提供され、す
べてのトランザクションの 70% はメインフレームで処理されてい
ます。
このようなメインフレーム機能がモバイルに対応することで、
ビジネスを遂行しお客様とやり取りする方法を変革できるものの、
これを実現することが困難な場合があります。
スキルのギャップ、サ
イロ化した組織、複数のプラットフォームといった課題によってリリ
ース・サイクルが長期化し、不必要な遅延や無駄なリソースが発生
する場合があります。エンタープライズ・アプリケーションにモバイ
ル・アクセスを提供するために、企業は安定性と品質を犠牲にする
ことなくスピードと効率を実現するソフトウェア・デリバリーのアプ
ローチである DevOps を採用しています。
モバイル・アプリにのみ特別に適用される DevOps の概念や原則
はありません。ただし、モバイル・アプリは本質的に開発ライフサイ
クルが短く、変化が速いことから、DevOps の必要性が高まります。

ALM プロセス

アプリケーション・ライフサイクル管理 (ALM) とは、
アプリケーショ
ンが構想 (ビジネス・ニーズ) からデプロイ済みアプリケーション
を経て最終的に保守対象へと至る進化の過程でアプリケーション
を管理するために用いられる一連のプロセスを指します。そのた
め、DevOps をエンド・ツー・エンドのビジネス機能としてとらえる
と、ALM は DevOps プロセスを支える基本的なコンセプトとなりま
す。DevOps は ALM の範囲を広げることによって、
プロセスの一部
としてビジネス・オーナー、お客様、および業務を包含します。
DevOps の開発とテストの導入パス (詳細は第 2 章を参照) は、要
件管理、変更管理、バージョン管理、
トレーサビリティー、
テスト管理
といった従来の ALM 機能と最も緊密に連携します。
しかし、
トラッ
キングやプランニングといったその他の ALM 機能が管理の導入
パスの一部として発生し、運用の導入パスにはダッシュボードとレ
ポーティングが含まれます。

アジャイルなスケールアップ

リーンでアジャイルな開発は DevOps アプローチの必須要素であ
り、
この結果、
より効率の高いチームによって無駄の削減が実現し
ます。効率とベストプラクティスの反復によって開発サイクルを短縮
でき、チームはより先進的かつスピーディーな業務を実施できるた
め、お客様にとってのビジネス・バリューを高めることができます。
開発チームを越えて、他のチームや製品とソフトウェアのデリバリー
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のライフサイクル全体に、
リーンでアジャイルな原則を適用すること
が、DevOps アプローチの主たる機能となります。
多くの企業は既にアジャイルを採用しており、DevOps の導入とと
もに現在のプロセスのスケールアップを行いたいと考えています。
アジャイルなスケールアップを行うためによく使用される多くのフ
レームワークを利用できます。
このようなフレームワークとして、大
規模アジャイル開発フレームワーク (SAFe) やディシプリンド・アジ
ャイル・デリバリー (DAD) があります。非常に規模の大きなチーム
に対して効果的にスクラム・プロセスのスケールアップを実施した
企業もあります。
このようなフレームワークは、エンタープライズ・
レベルでアジャイルの導入を行うための手法を提供することを目
的としています。すなわち、
コードの開発のみならず、
アーキテクチ
ャー、
プロジェクトの財源確保、
プロセスのガバナンス、経営陣が求
める役割についても考慮し、チーム・レベルで効果を発揮した原則
と同じ、
リーンでアジャイルな原則を適用します。
アジャイルなスケ
ールアップのためにどのようなフレームワークを使用する場合で
も、
これらの基本的なアジャイル原則に基づいてベストプラクティ
スを適用することによって、全社的に効率と効果を高めることがで
きます。

多階層アプリケーション

一般的な大規模なのIT 部門であれば、それぞれが独自の開発プロ
セス、ツール、
スキル要件を持つ、複数のプラットフォームに基づく
多階層アプリケーションが存在することは珍しいことではありませ
ん。
これらの多階層システムでは、
フロントエンド・システムまたは
バックエンド・システム上の Web アプリケーション、デスクトップ・
アプリケーション、およびモバイル・アプリケーションでさまざまな
アプリケーション (パッケージ・アプリケーション、データウェアハウ
ス・システム、
メインフレーム上で稼働しているアプリケーション、
ミ
ッドレンジ・システムなどが) が統合されていることがよくあります。
多階層システムのコンポーネント (その多くが異なるプラットフォー
ム上にある場合があります) のリリースを管理および調整すること
は、非常に統制のとれた IT 組織にとっても困難なことです。

賢明なアプローチは、開発の全ステージを通じて一貫性のあるビル
ド、構成、
デプロイの自動デプロイプロセスに従うことです。
このアプ
ローチは、必要なすべてのコンポーネント、
しかも必要なコンポーネ
ントのみを確実にビルドできます。
また、変更が生じ、
プロジェクトが
テスト、QA、本番稼働のサイクルを進んでいる間も、
アプリケーショ
ンは常に完全な状態を保つことができます。
IBM UrbanCode Deploy
には、
多階層アプリケーションの複雑なデプロイの自動化を助けるア
プリケーション・モデルが用意されています。
これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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プラットフォームに応じて各チームで異なるツールを維持すること
が、今日のマルチプラットフォーム・マルチベンダーの世界におけ
る現実です。IBM Jazz などのオープン・プラットフォームがばらば
らのツールを統合し、統一ソリューションを提供できる場所が、そこ
です。一貫性のあるデプロイのデプロイプラクティスを持つことで、
チームは信頼性が高く、反復可能なデプロイをすべてのプラットフ
ォームで使用できるようになり、真のビジネス価値を提供すること
ができます。

全社的な DevOps 活用

現代の企業は IT がソフトウェアを提供するスピードを重視してい
ます。
このような企業は通常メインフレーム・システムや中型シス
テム上にデプロイした SoR アプリケーション (自社構築アプリケー
ションやパッケージ・アプリケーション) を運用しています。以下のよ
うな課題が存在しています。
✓ 規制への対応

✓ 複雑なプロセス

✓ スキルのギャップ

✓ サイロ化した組織

✓ リリース・サイクルが長期化し、不必要な遅延が発生し、
リソー
スの無駄を生むプラットフォームとツール
全社レベルの DevOps を活用すると、
プランニング、開発、テスト、
運用に関する利害関係者は企業内で継続的にソフトウェアの提供
を行うことができます。現代の企業は、真にクロス・プラットフォー
ムでモバイルからメインフレームまでをカバーするアプリケーショ
ンをデプロイしています。開発に対する DevOps のアプローチはリ
ーンな原則に基づいて効率的かつ効果的なデリバリー・パイプライ
ンを構築するため、品質の向上、
スピードの改善、開発コストの削減
を実現したうえで、
アプリケーションの開発、テスト、デリバリーを行
うことができます。
構築・統合・デプロイ・運用が必要なモバイル・アプリケーション、
ク
ラウド・アプリケーション、分散アプリケーション、およびメインフレ
ーム・アプリケーションが混在するなか、現代の企業は複数のプラッ
トフォームを使用しているため、DevOps が提供する効率、合理化、
コラボレーションは競合他社と差別化を図るための重要な要素と
なりつつあります。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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サプライ・チェーン

アウトソーシングや戦略的パートナーシップを利用して企業にスキ
ルや能力を供給するケースが増えるのに伴い、
ソフトウェアのサプ
ライ・チェーンは必須要素になりつつあります。サプライ・チェーン
とは、製品やサービスをサプライヤーからお客様に提供するため
に必要な組織、人、
テクノロジー、活動、情報、およびリソースで構成
されるシステムを指します。
このサプライ・チェーンに含まれる各種
サプライヤーは、社内のサプライヤーである場合もあれば、社外の
サプライヤーである場合もあります。

ソフトウェアのデリバリーにサプライ・チェーンのモデルを導入し
ている企業では、
コラボレーションとコミュニケーションではなく、
契約とサービス・レベル・アグリーメントによってサプライヤーとの
関係が管理されているため、DevOps の導入は困難かもしれませ
ん。
しかし、
そのような企業でも DevOps の導入は可能です。
プロジ
ェクトのコア・チームがプランニングと測定の機能について引き続
き管理責任を持ち、それ以外の機能は他のサプライヤーと共有す
るのです。デリバリー・パイプラインでは、パイプラインの各ステー
ジを管理するサプライヤーがそれぞれ異なる場合もあります。その
ため、共通のツール・セットと共通の資産リポジトリーを使用するこ
とが欠かせません。例えば、作業項目の管理ツールは、全サプライ
ヤーが担当する全項目のレポートだけでなく、サプライヤー間での
作業項目の責任の移転についてもレポートを提供してくれます。共
通の資産リポジトリーを使用すれば、パイプラインを通じて資産を
移転する仕組みが得られ、継続的なデリバリーが可能になります。

The Internet of Things
DevOps にとって次の重要なステップは、各種システムまたは組み
込み型デバイスの領域へと展開することです。
これは通常、継続的
なエンジニアリング と呼ばれています。インターネットが出現した
時点では、インターネット上で共有されていたデータの大半は人
間が生成したものでした。現代では、インターネットに接続したデ
バイスが人間よりもはるかの多くのデータを生成しています。イン
ターネット上で相互接続するデバイスによるこのネットワークは通
常 Internet of Things と呼ばれています。
この領域では、ハードウェアとその上で稼働する組み込み型ソフト
ウェアが共存関係を持つことにより、DevOps はますます不可欠の
ものになる可能性があります。DevOps の原則が継続的なエンジ
ニアリングに反映されることによって、デバイスに提供される組み
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込み型ソフトウェアは適切な技術仕様を備えた高品質のソフトウェ
アになります。
継続的なエンジニアリングで「運用」に代わって登場するのが、
デバ
イスのカスタム・ハードウェアを設計および構築するハードウェア・
エンジニアやシステム・エンジニアです。ハードウェアとソフトウェア
の開発が従うべきデリバリー・サイクルがそれぞれ異なる中で、ハー
ドウェアとソフトウェアの開発とデリバリーが連携して行われるよう
にするには、開発およびテストの各チームとシステム・エンジニア
との間のコラボレーションが極めて重要です。開発とテストが継続
的なデリバリーと継続的なテストを必要とすることは変わりません。
開発中のソフトウェアとハードウェアのテストにはシミュレーターが
使用されます。

アンチパターン

現実の世界では、DevOps の原則
の導入には常に制限があります。
こうした制限の一部が、規制の遵
守、複雑なハードウェア・システ
ム、未成熟なソフトウェア・デリバ
リー機能といった、企業が存在す
る業界や環境にかかわる機能で
す。
そのような場合、DevOps は、ビ
ジネス・ニーズに基づいて、組織
が許容できないアンチパターン
(非効率的または非生産的なパタ
ーン) を考慮して導入する必要が
あります。

ィスを導入したものの、それを取
り巻くチームには手動のウォータ
ーフォール型のプロセスが残って
いて、継続的デリバリーができな
い状況にあります。いくつかの企
業では、
この状況は企業文化に起
因しています。DevOps を導入す
る企業は、より広範な DevOps の
プラクティスに手動プロセスを組
み込まなければなりません。
NoOps

NoOps 組織では、
独立した部門とし
ての運用部門は存在せず、その責
ウォーター・スクラム・フォール
任は開発部門の責任に統合され
グ ロ ー バ ル で 調 査 およ び アド ています。インターネット・テレビ
バイザリーを提供する Forrester のプロバイダーである Netflix は、
(www.forrester.com) は、
ア この方法を提唱しています。NoOps
ジャイルなソフトウェア開発手法 は一部の組織ではうまく機能する
の導入が現在どのような状態に かもしれません。
しかし、
この組織
あるかを、
「ウォーター・スクラム・ モデルがより広い範囲で現実的
フォール」という造語で表しまし な効果があるかどうかは、
しばら
た。DevOps の観点から言えば、開 く様子を見なければ判断できま
発チームはアジャイルなプラクテ せん。
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第6章

DevOps を機能させるには IBM 社内の導入事例
この章の内容

▶ エグゼクティブにとってのベストプラクティスを理解する
▶ チームを組織する

▶ DevOps の目標を特定する

▶ DevOps によるビジネス変革を評価する
▶ DevOps の結果から学ぶ

I

BM 社内では全社的な DevOps の導入を実施しており、
常時導入
が進行しています。
これは IBM のソフトウェア・グループ (SWG)
の Rational チームがまず DevOps アプローチを成功裏に採用した
ことで始まり、今では Watson、Tivoli、Global Business Services、
その他の部門でもこのアプローチは採用されています。この章
では、IBM SWG 自身 (IBM Rational Collaborative Lifecycle
Management の製品チーム) による DevOps 機能の導入事例につ
いて説明します。
このソフトウェア・デリバリーのプロジェクトはオープンな開発が行
われるという点でユニークなものです。
このソフトウェア・デリバリ
ーのチームは、開発に関するすべての成果物と仕掛かり中の作業
(詳細のあらゆる作業項目を含む) を jazz.net上で提供していま
す。
この Web サイトは公開されており、登録ユーザーであれば誰で
も、計画された作業、実施中の作業、
このソフトウェア製品について
完了したすべての開発作業の履歴を参照できます。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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エグゼクティブの役割とは

文化とは企業内の見えない糸のようなものです。文化は、経営陣と
従業員の両方が提供する価値観と行動に基づいています。重要な
変化に携わらなければ、企業の文化を実際に理解できないことも
あります。懐疑的な立場を取る人が存在し、あるプロジェクトが単
に一時的なものに過ぎないかどうかを、時間をかけて見極めよう
とします。そこにリーダーが現れます。
このような状況を理解した
うえで、誰がどのような態度をとっているのかを把握することによ
って、真の阻害要因に対応するアプローチを構築する必要があり
ます。
この文化的な課題に対応するために、IBM SWG のエグゼクティブ
は次の一連のアプローチを実施しました。
✓ 適切なリーダーを選択する: リーダーの役割とはさまざまな観
点を統合し、チームの目を共通の目的、阻害要因、
プロセス要
員に向け、
まずどこから実施すべきか意思決定を行うことです。
✓ 利害関係者を関与させる: このような変化は、責任者、経営陣、
さまざまな分野で開発を行う個人から支持されなくてはなり
ません。ビジネス部門の利害関係者、
アーキテクト、開発者、テ
スター、運用スタッフが関与し、
このような中から変化を牽引
するリーダーが生まれます。

✓ 改善と結果を測定する: 必要な効率とビジネス上の成果の両
方を含む一連の主要メトリックを設定する必要があります。
こ
のような目標と評価指標によって高い基準を設定し、実務者
の責任を明確化しなければならないものの、
メンバーを阻害
することあってはいけません。
✓ 早期に成功を収めることで弾みをつける: 非効率な状況を把握
し、各領域における改善を測定することで、変化への弾みをつ
けます。

✓ 情報を発信し、意見を聞く: リーダーとしては、変化がチームに
どのような影響を与えるのかについて実際の状況を把握する
必要があります。テクニカル・チーム、経営陣、ビジネス部門の
責任者と 1 対 1 で話し合い、定期的に直接会ってやり取りを
行うことで、さまざまなチームによるプロジェクトへの賛同状
況や阻害要因に対する見方を把握することができ、さらに重
要なポイントとして、経営陣が優先課題や進捗に関する状況
を共有することができます。
エグゼクティブの場合、各チームをサポートし、阻害要因の把握と排
除を行うために支援を提供しなければなりません。全員が同じ方向
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性を持ってプロジェクトに取り組むには、明確なビジネス目標に基
づいて１つのチームとして機能しなければなりません。

チームをまとめる

IBM SWG の Rational Collaborative Lifecycle Management の製
品チームは、
ソフトウェア・デリバリーのプランニング、
ソフトウェア
開発、アプリケーション開発、
ソフトウェアの品質管理、およびアプ
リケーションのモニタリングおよびアナリティクスのカテゴリーに
おいて 80 種類以上のソフトウェア開発ツールを開発する大規模な
グループ内の組織です。
IBM SWG のこの製品チームは大規模なグローバル組織であり、10
カ国の 25 カ所以上の拠点で業務を行う 4 つのコア製品のチーム
を抱えています。DevOps アプローチを導入する前までは、
このグ
ループは年次のリリース・スケジュールに基づいて作業し、実際に
年次のリリースに含まれるコンテンツを決定するために 3 カ月か
ら 6 カ月のリードタイムがかかっていました。

DevOps の目標の設定

IBM SWG のこのチームは、市場の変化やお客様からの需要の変化
に対応するには時間がかかり過ぎると感じていました。
このチーム
は、開発フェーズやテスト・フェーズだけでなく、ビジネス部門の利
害関係者やお客様とのコラボレーションのやり取りに関しても、デ
リバリー・サイクルを短縮することを決定しました。年次のリリース・
スケジュールから四半期ごとのリリース・スケジュールに移行するこ
とを目標としました。

より頻繁に新機能を提供するために開発を迅速化する必要があるこ
とに加えて、
テクノロジーの変化に対応するために、
このチームはよ
り迅速にクラウド・デリバリー・モデル、
モバイル開発、
モバイル・テス
ト、およびその他の機能に移行する必要がありました。
このチームは
よりスピーディーかつ頻繁にお客様にビジネス・バリューを提供する
ことを目的として、DevOps の原則とプラクティスを採用することによ
ってソフトウェアの開発の方法を変革することを決定しました。
このような規模の変更を行うには組織内の文化を変える必要があ
ったため、経営陣のチームと技術責任者のメンバーで構成される 4
つの作業グループを設定しました。
これらの作業グループは最初か
ら最後までのソフトウェアのデリバリー・プロセスを検証し、作業方
法の変更に責任を負いました。開発プロセスにおける重要ポイント
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に対応することを目的として、一連の特定の評価指標とアクション・
プランを設定しました。継続的なデリバリーを実現するためのチー
ムが編成され、
チームに情報を提供し、組織全体でベストプラクティ
スを共有する 1 名のエバンジェリストを設定しました。
IBM SWG のこのチームは、以下の目標を設定することでDevOps
の導入のプロセスを開始しました。
✓ プロセスを合理化し、新規の手法を導入する

✓ 一貫性、他のチームへの拡張性、
トレーサビリティーとメトリッ
クについて、各種ツールを活用する
✓ 継続的に改善を行う文化を構築する

DevOps によるビジネス変革の
教訓
このセクションでは、IBM SWG のこのチームが DevOps の変革を
促進するために実施したステップについて説明します。

アジャイルなプラクティスの拡大

ばらばらの組織をまとめ、結果を改善することを目的として、既存の
アジャイルなプラクティスを、開発とテストにとどまらずお客様、ビ
ジネス部門の利害関係者、運用にも拡張しました。
より広範なアジ
ャイル・モデルを通じて、各チームはステップごとに統合された一
連のプロセスを使用することにより、ビジネス・バリューを提供する
一貫性があり高品質なソフトウェアを開発することに協力できるよ
うになりました。
製品の管理、設計、開発を包含する
「１つのチーム」のアプローチを
採用しました。開発チームには従来どおり開発マネージャーとチー
ム責任者の役割が存在していたものの、エンド・ツー・エンドのライ
フサイクル戦略を管理する業務管理責任者とアーキテクトの役割
を新たに設定しました。
組織全体でアジャイルで継続的なデリバリーに関してコーチングと
サポートを提供する専用のリソースを提供しました。機能と製品の
コンポーネントの両方に注力することで、従来からあった縦割り組
織の壁を取り払うことができ、各スプリントと自動化を通じてすぐ
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に出荷できる体制を実現しました。
このような特徴を持つ各種チー
ムに専用の開発マネージャーを配置することで、チーム能力を高め
ました。開発組織のあらゆるレベルで定期的なスクラム・ミーティン
グを開催することによって、障害となる問題の見極めと解決を行い、
主要なメトリックをトラッキングし、
ライブのダッシュボード・データ
を活用し、重要な情報の伝達を行いました。
開発の優先課題に基づいて市場の変化によりタイムリーに対応す
るために、製品の管理責任者、開発ディレクター、アーキテクト、ビ
ジネス・オーナーで構成される戦略的製品委員会を立ち上げまし
た。
メンバーは以下に関する責任を負いました。
✓ プログラムの実施を成功させるために資金を割り当て、資金を
確保する
✓ プログラムの実施を促進、支援、サポートする

✓ ビジネスの長期的なビジョンと方向性を設定する

✓ 年次のリリースが長期的なビジョンと連携するように、シナリ
オとユーザー向け価値の優先順位を設定する

テスト自動化の活用

これまで長時間かかっていたバックエンドのテスト・サイクルを排
除し、
リリースの品質を改善するために、自動化と仮想化の活用に
よってアジャイルで継続的なテストのアプローチを導入しました。4
週間の反復型開発の終了時点でデモを実施し、4 週間ごとのマイル
ストーンでお客様が使用可能なリリースを提供することで、
リズム
が生まれました。各マイルストーンの後で振り返りを行い、技術上
の問題を把握することで、将来の反復型開発で発生する無駄を排
除することができました。IBM SWG のこのチームのモットーは、
「
テストを早期かつ頻繁に実施する」
ことでした。
このチームはテストを自動化するために、以下のベストプラクティ
スを採用しました。
✓ 繰り返し実施される労働力集約型のタスクを自動化する
✓ バグが頻繁に見つかる領域で自動化を行う

✓ 各ビルドで自動化を行い、早い段階で頻繁に自動化を行う

✓ ユーザー・インターフェース (UI) の変更に影響を受けない自
動化機能を構築し、UI とテストを分離するフレームワークを使
用する
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✓ 自動化機能の構築、提供、保守を簡略化することで、機能管理
チームの責任を強化する
✓ 見積もりに自動化機能の開発作業を組み込み、開発者がこの
開発を行う時間的余裕を確保する

✓ 自動化が効果を発揮する領域を評価するためにメトリックを
構築する (測定できないものは改善できない)

✓ 自動化によってバグが見つかった場合は常に再評価を行い、
バグが見つからない場合でもリファクタリングを行う
テストの自動化を実施するために、
このチームは機能テストとパフ
ォーマンス・テスト用に IBM Rational Test Workbench をデプロ
イしました。テストをより頻繁に実施するには、ビルドのデプロイを
自動化することが不可欠でした。IBM UrbanCode Deploy を使用
することでビルドのデプロイを自動化 (必要となるあらゆるアプリ
ケーション・サーバーとデータベース・サーバーの構成の自動化を
含む) でき、
このチームはテストのデプロイ・コストを 90% 削減す
ることに成功しました。

デリバリー・パイプラインの構築

IBM SWG のこのチームは「サービスとして提供されるツール」を、
活用するデリバリー・パイプラインに構築することを決定し、開発
者がコード、テスト、本番環境へのデプロイを確約するにあたって、
昔のように 1 日から 2 日かけるのではなくおよそ 60 分で確約でき
るようにしました。
このプロセスによって作業のやり直しの必要性を
減らし、生産性を最大化することができました。

このチームのデプロイにおいては、以下のベストプラクティスを実
現するために必要な継続的なデリバリー・パイプラインを導入しま
した。
✓ テストの「シフト・レフト」を行い、
できるだけ自動化する
✓ あらゆる領域で同じデプロイ・メカニズムを活用する

✓ 常に出荷の準備が整った状態を維持するよう努力する
✓ インフラをコードとして取り扱う

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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図 6-1 では、製品と機能が IBM SWG のこのチームが導入した継続
的なデリバリー・パイプラインの一部として提供されていることを確
認できます。

図 6-1: 継続的なデリバリー・パイプライン

継続的なデリバリー・パイプラインをデプロイするために必須の
主要なベストプラクティスとは、
「インフラをコードとして取り扱う」
ことです。すなわち、開発者はアプリケーション・コードの一部と
して、アプリケーションが必要とするインフラを設定するスクリプ
トを作成します。従来は、この作業は通常システム管理者や運用
実務者が行っていましたが、開発者が直接この作業を行うことで
システムの制御と効率が実現します。インフラをコードとして取り
扱う新カテゴリーのインフラ自動化ツールを製品化した例として
は、Puppet、Chef、IBM UrbanCode Deploy with Patterns が挙げ
られます。
IBM SWG のこのチームは、インフラをコードとして取り扱うように
なったことで、以下のベストプラクティスを実現しました。
✓ パターン定義、
スクリプト・パッケージ、サービスをコードとして
取り扱う
✓ すべてのコンポーネントにバージョンを付ける

✓ クラウドへのトポロジー・パターンのデプロイを自動化する
✓ 複数のクラウド環境間でパターンのバージョンを管理する
✓ パターンのテストを自動化する

✓ カタログ・リソースのクリーンアップを行うことで、
スプロール
を回避する
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スピーディーな実験

継続的なデリバリーのコンセプトには、継続的インテグレーション
や継続的デプロイなどのソフトウェア開発のアクティビティーだけ
でなく、学習の基本的なアクティビティーも含まれています。
この学
習は、頻繁に実験を実施し、結果を測定することで最適化できます。

アプリケーションにフィーチャーや機能を追加した場合、お客様が
予測するメリットや期待するメリットが実現するかどうかははっき
りとはわかりません。であるからこそ、IBM が早期かつ頻繁に実験
を行い、実際に役立つフィーチャーに関してお客様からフィードバ
ックを収集し、
メリットがほとんどないフィーチャーや場合によって
は邪魔になるフィーチャーを排除することが重要です。
この戦略は
図 6-2 の概念図で示されています。

図 6-2: 仮説に基づく開発の概念図

IBM SWG のこのチームは頻繁な実験の実施について大いに学習
し、以下のベストプラクティスを構築しました。
✓ メトリックと成功/失敗の基準を設定する

✓ 実験を行うことで何が有効か見極める。すなわち、少人数の一
部のユーザーに対して小規模なテストを実施することで、
フィ
ーチャーの有効性を検証する
✓ 継続的に複数の実験を実施する

✓ 迅速に事実に基づいて意思決定を行う

✓ より迅速なフィーチャーの提供によって、
より迅速な実験が実
現される

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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✓ システム全体の実験を行うためのメカニズム (Google
Analytics や IBM Digital Analytics など) を構築する
✓ 実験を実施するさまざまなモデル (典型的な A/Bテストや多
腕バンディットなど) を検討する

✓ 関連するプロジェクトに関して同時に 2 つのパスを実施する。
例えば、
クラウド・ベースのプロジェクトに関する実験を行い、
実験から得られたデータを活用することで、当該プロジェクト
を進展させるだけでなく、関連するオンプレミス・プロジェクト
も進展させる

継続的な改善

IBM SWG のこのチームは継続的な改善の文化を構築し、効率と効
果に関する測定指標を活用することで、実際に改善が実現している
ことを確認したいと考えました。
このチームは、継続的な改善をアジ
ャイルなプロジェクトのように管理しています。成熟度に関する目
標、課題、課題に対応するための関連する改善のためのアクション
をトラッキングすることによって、継続的な改善を実現しています。
継続的な改善のための作業をその他の開発作業のようにトラッキ
ングすることで、投資に対する理解が広く得られています。成熟度に
関する目標 (機能など) を実際に開発および導入するには、3 カ月以
上の期間がかかるかもしれません。大きな課題を緩和または排除す
るには数カ月かかることもあります。
しかし、いずれの場合も、
あらゆ
る特定の改善のためのアクションは 1 カ月以内で提供できるよう適
切なサイズに設定する必要があります。
IBM SWG のこのチームは振り返りを活用することによって、継続的
うまくいったこと、
うまくい
な改善を体系化しました。振り返りとは、
かなかったこと、改善のために実施すべきアクションを定期的にレ
ビューすることです。振り返りを行わなければ、完璧なレベルのソフ
トウェア開発は達成できません。大規模なチームでは振り返り作業
に階層を設定することができます。IBM SWG のこのチームの場合、
各コンポーネントのチームが振り返りを実施し、
これをアプリケー
ション・レベルの振り返りのインプットとして使用し、その後アプリ
ケーション・レベルの振り返りをより高次元のソリューション・レベ
ルの振り返りのインプットとして使用しています。振り返りのアクシ
ョンは、課題を削減または緩和するために実施する該当する改善
のためのアクションとともに課題として文書化します。
チームがさらに改善を続けるために、IBM SWG のこのチーム
はビジネス・メトリックと運用メトリックの両方を設定すること
で、DevOps による変革の効果を測定しました。ビジネス・メトリッ
クは以下に関する改善を測定します。

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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✓ デリバリーまでの時間の短縮
✓ お客様満足度の改善

✓ イノベーションへの投資を増大したうえでの、
メンテナンス費
用の削減
✓ ユーザーによる導入の増大

運用メトリックは長期的にチームの効率に影響を与えるものであ
り、以下を測定します。
✓ 新規プロジェクトの開始までの時間
✓ ビルド時間
✓ テスト時間

DevOps による結果の確認

DevOps アプローチを導入することで IBM SWG のこのチームはお
客様満足度を改善し、お客様による導入の増大を実現し、2 桁の売
上成長を達成することができました。
リードタイムの短縮によって
IBM 社内のさまざまなデリバリー・チームが活性化しました。その
結果、Bluemix、Bluemix による DevOps サービス、Collaborative
Lifecycle Management as a Managed Service (CLM aaMS) など
のアップグレードされたオンプレミス・ソリューションや最新のクラ
ウド・サービスの迅速なデリバリーが実現しました。
IBM 社内の DevOps アプローチが成功を収めたことを実証する
ために、図 6-3 は IBM SWG の Rational Collaborative Lifecycle
Management の製品チームが達成した測定結果を示しています。

図 6-3: IBM SWG のチームが測定した改善効果

これらの内容は当社が著作権を保有しています。ⓒ 2015 John Wiley & Sons, Inc. いかなる公開、配 布、および不正使用も厳禁します。
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DevOps にまつわる
10 の誤解
この章の内容

▶ 何が DevOps に適しているか理解する
▶ 何が DevOps に適していないか知る

D

evOps の動きは、特に企業においては始まったばかりであ
り、いまだ発展途上です。新しい動きやトレンドと同じよう
に、DevOps には誤解と間違った議論がついて回ります。
これらの
誤解のいくつかは、おそらく DevOps を導入しようとして失敗した
企業やプロジェクトから出てきたものです。ある状況では真実かも
しれませんが、それが他の状況にも当てはまるとは限りません。
こ
こでは DevOps に関する一般的な誤った通念を挙げ、本当のとこ
ろはどうなのかを説明します。

DevOps は
「Web 生まれ」
の組
織にしか向かない

DevOps と一般的に呼ばれているものは、Etsy、Netflix、Flickr とい
った「Web 生まれ」の企業 (インターネットに起源を持つ企業) から
始まったと一般的に言われています。ただし、大企業は数十年にわ
たって、DevOps に即した原則とプラクティスを使ってソフトウェア
を提供してきました。
しかも、現在の DevOps の原則は、本書でも
述べたように、マルチ・プラットフォームのテクノロジーを使用し、
チームが分散している大企業にも適用できるようなレベルにまで
成熟しています。
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DevOps では運用チームがコ
ーディングを学ばなければなら
ない

運用チームは以前からスクリプトを記述して環境や反復タスクの
管理を行ってきました。
しかし、Infrastructure as Code の進化に
伴い、運用チームはこれらの大量のコードを、コードのバージョン
管理、チェックイン、チェックアウト、
ブランチ、マージといったソフト
ウェア・エンジニアリングのプラクティスで管理する必要があると
判断しました。今日、新しいバージョンの環境は、環境を定義するコ
ードの新バージョンを運用チームのメンバーが作成することで構
築されます。ただし、だからといって、運用チームが Java や C# で
コーディングする方法を学ばなければならないということではあり
ません。大部分の Infrastructure as Code 技術は、特にスクリプト
の経験者には習得しやすい Ruby のような言語を使用しています。

DevOps は開発と運用にしか
役に立たない

名前こそ開発と運用に由来することを示していますが、DevOps は
チーム全体のためのものです。ソフトウェア・デリバリーのすべて
の利害関係者、すなわちビジネス部門、実務者、企業幹部、パート
ナー、サプライヤーなども DevOps の利益を享受できます。

DevOps は ITIL を使用してい
る企業には向かない

継続的なデリバリーなどの DevOps の機能は、IT サービス・マネ
ジメントのベストプラクティス一式を文書化した ITIL (Information
Technology Infrastructure Library) で規定されたチェックやプロセ
スと両立しないという懸念の声が一部にあります。実際は、ITIL のラ
イフサイクル・モデルは DevOps と両立します。ITIL で定義されてい
る原則の大部分は、DevOps の原則と緊密に連携しています。ただし
ITIL が主にウォーターフォール型の時間のかかるプロセスを用いて
実装され、
スピーディーな変更と改善が難しかったことから、一部の
組織から不評を買いました。開発と運用の間のそのようなプラクティ
スを連携させるのが、DevOps の神髄です。
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DevOps は規制業界には向か
ない

規制業界で何よりも重要なのは、コンプライアンスの維持と、監査
が可能であることを保証するステークホルダーからの承認、そして
抑制と均衡です。DevOps の導入を適切に行いさえすれば、
コンプ
ライアンスを改善できます。
これには、
プロセス・フローの自動化と
監査証跡を収集する機能を標準で装備したツールの使用が有効
です。

規制業界に属する企業には常に手動のチェックポイントやゲートが
あります。
しかし、
これらの要素は DevOps と両立しないものではあ
りません。

DevOps はアウトソーシングで
の開発には向かない

DevOps のデリバリー・パイプラインでは、
アウトソーシング・チーム
をサプライヤーや機能を提供するベンダーとみなす必要がありま
す。ただし企業は、サプライヤーのチームが使用するプラクティスと
プロセスが社内のプロジェクト・チームが使用するプラクティスやプ
ロセスと互換性があることを確認しなければなりません。

共通のリリース・プランニング、作業項目の管理、資産リポジトリー・
ツールを使用すれば、ビジネス部門、サプライヤー、およびプロジェ
クト・チームの間のコミュニケーションとコラボレーションが大幅に
改善し、DevOps のプラクティスが実現します。
アプリケーションのリ
リース管理ツールを使用すれば、組織が参加者全員のリリース・プ
ロセス全体を定義および調整する能力が大きく改善します。

クラウドがなければ DevOps
は無意味である

DevOps と聞いて思い浮かべがちなのがクラウドです。
クラウドに
は、
インフラのリソースを動的にプロビジョニングでき、手作業での
要求処理を数日から数週間待たなくても、迅速に開発者やテスター
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がテスト環境を入手できる機能があるためです。
しかし、
アプリケー
ションの変更をデプロイおよびテストするリソースを効率的に確保
できるプロセスが企業にある限り、DevOps のプラクティスの導入
にクラウドは必須ではありません。
仮想化自体はオプションです。サーバーを必要なスピードで構成お
よびデプロイできるのであれば、物理サーバーへの継続的なデリバ
リーは可能です。

DevOps は大規模で複雑なシ
ステムには向かない
複雑なシステムには DevOps が提供する統制とコラボレーション
が必要です。
このようなシステムはソフトウェアとハードウェアのコ
ンポーネントを複数持ち、そのそれぞれに独自のデリバリー・サイ
クルとスケジュールがあるのが普通です。DevOps はこれらのデリ
バリー・サイクルとシステム・レベルのリリース・プランニングの調
整を促進します。

DevOps で最も重要なのはコミ
ュニケーションである
DevOps コミュニティーには、一部のメンバーが作った ChatOps
(チームが Internet Relay Chat などのコミュニケーション・ツール
を使ってすべてのコミュニケーションを行う) や HugOps (コラボレ
ーションとコミュニケーションだけを重視する DevOps) というユー
モラスな造語があります。
このような造語はコミュニケーションとコ
ラボレーションがすべての問題を解決するという誤解から生まれ
たものです。

DevOps はコミュニケーションに依存しますが、
コミュニケーション
が向上しても無駄なプロセスが伴うのであれば、
よりよいデプロイ
は得られません。
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DevOps とは継続的に変更を
デプロイすることである
この誤解は Web アプリケーションしかデプロイしない企業から生
まれています。
これらの中には、本番環境に毎日デプロイしている
ことを Web サイトに誇らしげに掲載している企業もあります。ただ
し、毎日のデプロイは、複雑なアプリケーションをデプロイしている
大規模な企業では現実的でないだけでなく、規制や社内の制限に
より不可能な場合もあります。DevOps の目的はデプロイだけでは
ありません。まして、本番環境に継続的にデプロイすることのみが
目的ではありません。DevOps の導入により、企業はスケジュール
で決められた特定の日ではなく、希望するタイミングで本番環境に
リリースすることが可能になるのです。
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