第3章
アプリケーション・
モダナイゼーションと DevOps

アプリケーション・モダナイゼーションと DevOps により、開発 / テスト / デプロイ / 運用における開発生産性や運用効率向上を実現
「デジタル IT」の両領域において、どのようにして DevOps 環境をつくりデジタル・トランスフォーメー
できる。
「エンタープライズ IT」
ション（DX）を実現していくか、事例を交えながら紹介する。

CI/CD や継続的テストにより、開発・運用を効率化する DevOps

アプリケーション・モダナイゼーションの最大の目的は、デジ

市場の変化に対応した迅速なリリースの必要性から、DevOps

タル・トランスフォーメーション（DX）を加速させることにほ

は開 発や運 用だけでなく、お客 様や事 業 部 門（Line of

かならない。そして、それを実現するためには、開発生産性を

Business）を含めたコラボレーションにまで広がっている。一

向上させるとともに、運用効率の向上や標準化が不可欠にな

方で、
「組織間のプロセスや意識のギャップを埋めるためにア

る。こうした開発・運用のスピードアップは、仮想環境のクラ

ジャイル手法を適用する」といった「文化や組織を変える」と

ウド化やコンテナ技術の採用などによってもたらされるが、こ

いう面が強調されることも多く、多大な労力や時間がかかりそ

れだけでは不十分だ。ソフトウェア開発手法として DevOps を

うな印象を受け導入を躊躇する企業があるのも現実だ。そこ

採用することがポイントになる。

で現在では、DevOps のプラクティスやテクノロジーをスモー
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図１ DevOps のプラクティス：継続的テストと CI/CD
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ル・スタートで導入し、成功経験を蓄積して徐々に成長させて

重要なのは、
「TOC
（Theory of Constraints：制約条件の理論）
」

いくアプローチが主流となっている。

の考え方に基づいて、開発・運用ライフサイクルのどこにボト
ルネックがあるかを把握することだ。例えば、
製造現場の場合、

DevOps によって、開発環境、テスト環境、ステージング環

工程内に遅いレーンがあると、全体の生産能力が遅いレーンに

境において、CI/CD（継続的インテグレーション／継続的デリ

ひきずられて低下する。そこを改善し、これを繰り返すことに

バリー）や継続的テストを短サイクルで繰り返し行い、新しい

より、製造レーンのボトルネックを解消する。DevOps も同じ

機能をスピーディーに公開できるようになる。また、本番環境

考え方で開発・運用ライフサイクル全般のボトルネックを改善

での運用段階において継続的モニタリングを行いフィードバッ

することが可能になる。アプリケーション開発からデリバリー

クすることで、継続的なビジネス・プランニングを実現するこ

までのスピード、コスト、品質、リスクのバランス、顧客から

とができる（図１）
。

のフィードバックを得られるまでの時間の短縮などのメリットを
享受することができる。

DevOps は、「デジタル IT」だけでなく「エンタープライズ IT」にも有効

とが、DX 実現の大きな鍵となる（図２）
。

クラウドやモバイルの普及・発展とともに、変化の激しい「デ
（SoE）の領域において DevOps を採用する企業
ジタル IT」
が増加してきている。とはいえ現在において、デジタル IT が

IBM では、デジタル IT の領域はもちろん、エンタープライズ

占める割合は約 20％であり、残る 80% は「エンタープライ

IT の領域においても、「企画」から「開発・テスト」「デプロ

（SoR）である。このエンタープライズ IT の領域におい
ズ IT」

イ」
「運用」というアプリケーション・ライフサイクル全般にわ

ても DevOps による開発・運用ライフサイクルの改善を図るこ

たる包括的な DevOps 環境を提供している。
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デジタル IT の DevOps 事例：オンプレミス運用のシステムをクラウド・ネイティブ化（アメリカン航空）

アメリカン航空では、オンプレミスで運用していたチケット予

1 週間に 1 回マイクロサービスをリリースして徐々に成果物を

約、購入、発券、登場、アカウント管理などのシステムが複

作り、新しい開発スタイルに慣れていくことで開発スピードを

雑化し、メンテナンスや新規アプリの組み込みが困難になっ

加速させた。

ていた。そこで、マイクロサービス・アーキテクチャーやアジャ
イル手法、継続的デリバリーによりアプリケーションをクラウ

一気にクラウド・ネイティブ化させるこうしたケースでは、ソ

ド・ネイティブ化し、IBM Cloud 上で稼働させている。

リューションやツールだけでなく、チーム体制も重要になる。
そこでアメリカン航空では、プロダクトオーナーのもとで、プ

このとき開発手法として、DevOps のプラクティスを多く含む

ロダクトごとにアプリケーションを開発するチーム、コンテン

「IBM Cloud Garage Method」を採用。IBM デザイン思考、

ツを開発するチーム、開発・運用基盤を構築するチーム、サ

およびアジャイル手法により、業務要件やオペレーション要

イトの安定運用に責任を負うチームなどに組織を再編した
（図

件のアイデア出しを行い、プロトタイプを作成して、テスト駆

３）
。最初は１つのチームからスモール・スタートし、成功経

動開発やペアプログラミングなどを IBM とともに実践した。

験を生かしてチーム数を拡大していった。
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図 3 目的ごとにチームを編成

エンタープライズ IT の DevOps 事例：テストの自動化で工数と時間を大幅に削減（楽天カード）

楽天カードでは、オープンソースのツールを活用して DevOps

効率化し、テストプロセス定義の明確化や進捗の見える化も実

を推進していたが、エンジニアによってツールの使い方が異なる

現している。

ため、テストの手戻りが頻繁に発生するなどの課題を抱えてい
た。そこで、基幹システムをウェブアプリとしてモダナイゼーショ

楽天カードの事例は、既存の基幹システムの開発・運用を、

ンすることを決定し、
「IBM UrbanCode Deploy」や IBM のテ

いかに DevOps 環境にするかという事例である。基幹システ

スト製品を導入し、テストやリリースの自動化を実現した。

ムのモダナイゼーションにあわせ、CI/CD とテストの自動化に

DevOps を適用している。できるところから DevOps を適用し、
これにより、テストの工数と時間を 5 分の 1 に削減。削減した

効果があれば、次の改善を行うことを繰り返すことが DevOps

時間でテストのボリュームを増やすことができ、システム品質の

を推進する重要なポイントだ。

向上も実現している。また、アプリケーションのリリース作業を
3

ハイブリッド／マルチクラウド環境での DevOps を実現する IBM のソリューション

IBM では、DevOps に必要な開発・運用ライフサイクル全般の

●クラウド・ベースの DevOps ソリューション

ボトルネックを改善するための各種ツールやサービスを提供して
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」図
IBM Cloud（PaaS）では、

いる。

５）を利用することで、DevOps を実装できる。IBM

Continuous Delivery は、アプリケーションのデリバリー
●ソフトウェア・ベースの DevOps ソリューション

タスクをサポートするツールチェーンにより、開発 / テ

エンタープライズ IT はオンプレミスやクラウド IaaS

スト / デプロイ / 運用を自動化し、分析による品質の制

で 稼 働 す る こ と が 多 い。IBM UrbanCode Deploy

御を支援する。

は、これらの開発環境、テスト環境、実稼働環境への
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そ の ほ か、 ア メ リ カ ン 航 空 の 事 例 で 紹 介 し た「IBM
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図 4 UrbanCode Deploy とテスト製品を使った継続的テスト
と継続的デリバリー
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