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01

多くの組織が継続的インテグレーションと継続的デリ
バリー (CI/CD) をゴールにするようになりました。そ

要約

01 要約

の一方で、Docker や Kubernetes のような最新テ
クノロジーが、アプリケーション環境に広く導入され
ています。こうした流れを受けて、アプリケーション
やそのインフラストラクチャーは、ますます動的にな
り、拡張性をより高め急速に進化するアプリケーショ
ン機能に対応できるように常に変化しています。
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しかし、ほとんどの組織は依然として CI/CD がアプ
リケーション・デリバリー・モデルになる前に設計さ
れたパフォーマンス監視のテクノロジーに依存してい
ます。こうしたソリューションでは、IT スタッフによる
膨大な手作業が必要であり、スタッフの時間の有効
活用、IT コストの管理、アプリケーションやインフラ
ストラクチャーの有用な可視化を推進したい組織の
妨げになっています。
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パフォーマンス管理を自動化することは、組織がアプ
リケーションの課題を克服し、CI/CD を活用したアプ
リケーション環境により生まれるチャンスを十分に生
かすことができる唯一の手段です。パフォーマンス管
理のあらゆる段階で自動化を採用すると、成果を向
上させると同時に、
コストを削減することができます。
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02

変化することが
ニューノーマル

我々は変化の激しい世界に生きているというのは、
ありきたりの言葉に聞こえるかもしれません。しか
し、IT 組織の観点からすれば、今日のアプリケーショ
ン環境の変化は特に激しいと言えます。
お客様にお話を伺っていると、そのご要望は明らかに
スピードに関する内容に偏っています。
企業が自社で開発したビジネス・アプリケーションを
速く提供できるほど、IT の価値はより高くなります。
事実、IT の ROI は向上します。

この事実が、新しい手法やテクノロジーの採用を後
押ししています。特に、デリバリーの迅速化、ビジネ
ス機能の向上、自社開発アプリケーションの徹底的
な品質向上を可能にする自動化手法として、CI/CD
が採用されています。
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動的なアプリケーション環境において、「変化」は絶
えず起こります。アプリケーションの構造は、あらゆ
る層で常に変化しています。新たなホストが絶えず立
ち上がっては消えていき、コンテナがプロビジョニン
グをさらに動的なものにしています。開発者は運用
確認を行うことなく、新しい API やサービスを継続
的に構築し、完全にプロビジョンします。アプリケー
ション・コードは、改善やバグ修正のためにいつで
も変更可能です。チームが CI/CD を実践するほど、
変更がより頻繁に発生します。

CI/CDの自動化により、以下が可能に
なります。

デリバリー
の迅速化

ビジネス
機能の向上

カスタム・
アプリケーション
の品質向上

チームは管理する環境についての正確な可視性を得
ることができず、組織は、ユーザーに影響しかねな
い障害の発生という大きなリスクにさらされることに
なります。

モ

ビ
ル
ド

プ
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これも同様に、ビジネス・アプリケーションのモニ
タリングが自動化され、シームレスになるほど、CI/
CD サイクルを容易に完結できるようになり、アプリ
ケーションの改善ループの再開も容易になります。

その変更にモニタリング環境が対応するには、パ
フォーマンス管理構成、モニタリング・ダッシュボー
ド、依存関係マッピング、アラート・ルールが自動的
に進化していく必要があります。そうでなければ、IT

運用

コー
デ

グ
ィン

CI/CD サイクルの最後の段階は、モニタリングです。

図1. 継続的インテグレーションとデリバリー・パイプライン
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複雑な依存関係
こうした絶え間ない変更は、さまざまなコンポーネン
ト間の実際の依存関係に影響します。特定のサービ
スは、他のサービスのデータや処理だけでなく、固
有のソフトウェアの垂直スタックにも依存しています。
依存関係を常に把握しておくことはなぜ重要なので
しょうか ? それはトラブルシューティングのためです。

依存関係を常に把握しておくことはなぜ重要なので
しょうか? トラブルシューティングのためです。

コンポーネント
依存関係

複雑な環境での根本原因の究明は、依存関係分析
で用いられる手法です。なぜ、リクエストに時間が
かかったり、エラーが発生したりするのでしょうか？リ
クエストは多数のフレームワークやインフラストラク
チャーにわたる多くのサービスを辿ってきます。その
ため、この問いに答えるには、すべてのリクエストの
構造的な依存関係を理解することが非常に重要にな
ります。ただし、前の段落で詳しく述べたように、依
存関係は常に変化します。

そうした依存関係を手作業で解釈しようとする試み
は、ただ実現不可能というだけはありません。コー
ドのデプロイやインフラストラクチャーの拡張によっ
て、依存関係がすぐに変化する場合は特にそうです。
人間のオペレーターが手作業で一時的に依存関係の
マッピングに成功したとしても、そのマッピングはあっ
という間に古くなります。さらに、手作業による依存
関係の解釈には膨大なリソースと最も優秀なエンジ
ニアが必要となります。
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コンポーネント

コンポーネント

依存関係

コンポーネント

依存関係

図2. ハードウェア、
ソフトウェア、
コードなどの特定のサービスは、
他のサービスのデータや処理だけでなく、固有のソフトウェアの垂
直スタックに依存しています。変更は環境全体の隅々にまで伝搬
され、問題が複雑になる恐れがあります。
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–

動的なアプリケーションの増加
アプリケーション開発では、スピードが求められるた
め、新規サービスの迅速な構築とデリバリーを可能に
するテクノロジーが広く採用されるようになりました。
特に、継続的インテグレーションとデリバリー・パイ
プラインは、スピードと品質を実現する主要なプロセ
スとして認識されています。また、このプロセスを強
化するためのコンテナ、マイクロサービス、サーバー
レス・コンピューティング、Kubernetes オーケスト
レーションといった新たなアーキテクチャーが研究さ
れ、採用されています。

動的なテクノロジーに対するワークロードが増えてい
ることで (Docker Hub から月間 80 億回のプルがあ
り、2014 年の Docker Hub の開始以降、プルの総
計は 1300 億回にのぼります 1)、アプリケーション環
境内の変化の速度と規模に新たな現実がもたらされ
ています。

IT 業界では、CI/CD の用語と方法論の統一が進め
られています。その一方で、パブリッククラウド・プ
ラットフォームは、CI/CD デリバリー・パイプライン
に容易に統合できるサービスとして、Kubernetes
が管理するコンテナ処理を提供するようになりまし
た。確実に、アプリケーションの構築とデリバリーの
世界で大きな変化が起きているのです。

図1. 変更はさまざまなコンポーネント間の実際の依存関
係に影響し、数秒でシステムをダウンさせる可能性があり
ます。

あらゆる
図2. Instanaは、可観測性メトリックの取り込み、
要求のトレース、あらゆるプロセスのプロファイルを自動
コン
的に実行します。Instanaは環境の複雑さを克服し、
テキスト内ですべてがどのように結びついているのかを示
します。
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03

手作業による
パフォーマンス
管理が失敗する
理由

手作業によるパフォーマンス・モニタリングの課題
従 来 型 のアプリケーション・パフォーマンス監 視
(APM) やモニタリング・ツールは、動的なアプリケー
ション向けには設計されていません。そのため、開
発チームが手作業でコーディングして独自のモニタリ
ングをセットアップできる、一連の新しいオープンソー
ス・テクノロジーが登場しました。しかし、本番環境
のパフォーマンス監視において、パフォーマンス・メ
トリックを提供する場合でも、アプリケーションのパ
スをトレースする場合でも、コードのその他の詳細を
公開する場合でも、オープンソースの監視ツールで
は一連の独自の課題が生じます。

最大の問題は、通常、これらのタスクを実行する担当
者は、社内で最も卓越した技術を持つ ( つまり最も給

与が高い ) 技術者やエンジニアであるということです。

要するに、オープンソースはパフォーマンス管理の簡
素化を示唆していますが、あまりにも多くの手作業タ
スクが必要であり、結果的にはデプロイの減速、コス
トの増大、追加の労働力が必要となります。さらにそ
の前に、貴重な開発者がビジネス・アプリケーション・
コードではなくモニタリング・コードを開発するコスト
を考える必要があります。

アプリケーションのパフォーマンスを手作業で監視す
る場合、エンジニアは以下のタスクを実行する必要
があります。

目指すは、社内で最も卓越した技術を持つ(つ
まり最も給与が高い)技術者やエンジニアに、
モニタリング・コードではなくビジネス・アプリ
ケーション・コードを開発してもらうことです。
ビジネス・
アプリケーション・
コード

作成に専念

最も卓越した技
術を持つ技術者
やエンジニア

– データ・コレクターの作成
– 手作業でコード・トレースを実行して分散要求を
追跡

– データ・リポジトリーの構成
– 依存関係の特定と指示 ( 通常はリバース・エンジ
ニアリングを使用 )
– データを選択して相関付け
– ダッシュボードを構築して相関を可視化
– アラート・ルールとしきい値の構成
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これまでの独自の構築
これまでは、アプリケーション・コードもアプリケー
ション・インフラストラクチャー ( ミドルウェア、アプ
リケーション・サーバーなど ) も、それほど変更され
ることがなかったため、モニタリング・システムを手
作業でセットアップしても問題はありませんでした。
IT 担当者がハードウェアを設置し、その IP アドレス
を設定し、いくつかのソフトウェアをロードし、モニタ
リングをセットアップしたら、その後数年間はそのま
まの状態でした。
また、従来型のテクノロジーに基づいて構築された
アプリケーション環境では、規模が変動することはあ
まりなく、通常は、実行されているアプリケーション・
インスタンスやホスト・サーバーの数が変更されるこ
とはありませんでした。その結果、静的な環境でテク
ノロジー・ツールを手作業で構成しても、組織によ
るパフォーマンスのモニタリングと管理の能力に影響
しませんでした。
しかし、ワークロードがコンテナなどのテクノロジー
や CI/CD などの方法論に基づく動的な環境に移行さ
れた場合、手作業のパフォーマンス管理戦略や「自
社で開発したソリューション」は失敗に終わります。
これについては、複数の理由があてはまります。
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古くなっていくルール
環境が頻繁に変更される場合、アプリケーションや
サービスが正常かどうかの判断を行うモニタリング・
ツールのルールも、同様に変更し続ける必要があり
ます。変更しないと、ルールはすぐに古くなります。
手動でルール更新を行なっている場合にこの問題がし
ばしば起こります。例えば、新規サービスがデプロイ
された場合や、オーケストレーターがワークロードを
移行した場合、ヘルス・チェック・ルールが更新さ
れるまで、環境の依存関係は正確に解釈されません。
手作業でルールを更新しない場合、古い構成に基づ
いたモニタリングのアラートと洞察が提供されてしま
います。この古くなった状態が可視性の低下を招き、
インフラストラクチャーやサービスの障害が発生する
リスクを高めることになるのです。
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手作業のモニタリングによるスピードの低下
トレースやモニタリングのコードの作成といったタス
クは、長い時間を要します。モニタリング情報を手
作業で解釈したり、アプリケーション・コードや環境
のアーキテクチャーが変更されるたびにパフォーマン
スの管理ルールを手作業で更新することも同様に時
間がかかります。
簡単に言うと、人間は自動化なしでは急速に変化す
る環境をサポートすることはできません。パフォーマ
ンスを手作業で管理しようとすると、アプリケーショ
ン・リリース・サイクルのスピードが大幅に低下しま
す。ビジネス的にも、IT スタッフの貴重な専門知識
を有効活用しているとは言えません。

急速に変化するユーザーからの要求に対応しようとし
ている組織にとって、ソフトウェア・デリバリーの迅
速化は、最優先事項です。ビジネス・ニーズが高まっ
ているため、今後もアプリケーションは確実に、より
ダイナミックになっていくことでしょう。
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04

自動化された
APMの実装

手作業によるモニタリングは非常に多くの時間と労力
がかかるのに、すべての組織がいまだにモニタリング
を自動化していないのはなぜなのでしょうか。実はこ
れには、以下の 3 つの理由が考えられます。

– つい最近まで、完全に自動化されたモニタリング・
テクノロジーは存在していませんでした。

– ソフトウェア・エンジニアは問題に対する独自の

ソリューションをコーディングしがちであり、それが
「Monitoring as Code( コードとしてのモニタリン
グ )」アプローチにつながります。こうしたソリュー
ションは短期的には機能しますが、保守も拡張も容
易ではありません。

– チームは既存のモニタリング・ツールが新たな高速

環境でも機能することを期待して、これを改良して
使おうとしますが、残念ながらそうしたツールは機
能しません。

01 要約

02 変化することが
ニューノーマル

03 手作業による
パフォーマンス管理が
失敗する理由

04 自動化された
APMの実装

こうした理由を踏まえて、完全に自動化された APM
ソリューションには欠かせない、以下の機能について
見ていきましょう。

– インフラストラクチャーやアプリケーション・ツール
全体の自動検出と自動モニタリング。これは CI/
CD プロセスの重要な要素ですが、現状では不十

分で、リリース・プロセスのスピードを低下させる
要因になっています。

– 変更があった場合に自動的に更新される、リアル

タイムの複雑な依存関係マッピング。これは、パ
フォーマンスの問題に迅速に対応するための根本
原因分析に不可欠です。

– パフォーマンス問題の自動的で迅速な特定。自

動的なルール構成とモニタリングに基づいた、パ
フォーマンスの問題の迅速な特定は、誤検出を最
小限に抑えてアプリケーション・デリバリーの遅延
を回避する唯一の方法です。
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– 機械学習と AI を使用してアプリケーションの正常

な動作に関する動的ベースラインを確立し、その
ベースラインに基づいて異常を特定するルール構
成とアラート。これにより、人による面倒な構成、
モニタリング、データの解釈が不要になり、誤検
出アラートも最小限に抑えられます。

– 自動モニタリング・セットアップ ( エージェントのデ

プロイ、コードの計測、インフラストラクチャー・
ディスカバリーなど )。管理者のデータ収集労力を
最小限に抑えつつ、収集されるデータを最大化し
ます。

既存のパフォーマンス管理ツールにも、最新のオープ
ンソース・モニタリング・ツールにも、この自動化機
能は備わっていません。双方の機能が完全に合致す
るわけではありませんが、これらのツール・セットで
は、モニタリングの最適化に、極めて多くの手作業に
よる構成、プログラミング、セットアップ、管理が必
要になります。
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05

CI/CD は最大限にアジャイルですか ? 優れた動的な

アプリケーション環境の管理は、自動化されたモニタ
リングだけにとどまりません。

CI/CDの

アジリティーを
最大化

IT チームは以下を自問することによって、すべてのパ
フォーマンス管理タスクをどの程度問題なく自動化し
ているのかを、継続的に評価しなければなりません。
– 新規リリースを展開した後、アプリケーションのパ

フォーマンスを十分に可視化できるまでにどのくら
いの時間がかかりますか ?

– 新しいアプリケーションやサービスのデプロイが発

生した場合に、モニタリング・ルールを更新するの
にどのくらいの時間がかかりますか ?
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– 開発者はトレース・コードの作成にどのくらいの時
間と労力を費やしていますか ?
– 月あたり、あるいは四半期あたりに何件のパフォー
マンスや可用性のインシデントを見逃していますか ?

IT チームの規模にかかわらず、自動化は、新しいビ

ジネス・サービスの迅速なデリバリーを実現する効
果的なパフォーマンス管理戦略にとって非常に重要
です。

– アラートの嵐 ( 短期間に連続して発生するアラー
ト ) にどのように対応していますか ? アラート疲れ

マイクロサービス、クラウド・コンピューティング、な
らびにコンテナの時代に生み出された自動パフォー
マンス管理ソリューションである IBM Observability

– モニタリングとパフォーマンス管理プロセスは、ア

動的な CI/CD 駆動型アプリケーション環境のパフォー
マンス管 理 を図る IBM Observability by Instana
APM は、AI や自動化を活用し、手作業を省いて、
包括的で実用的な洞察を提供します。

に苦しむことなく、それぞれのアラートに効果的に
対応できていますか ? 同じ根本的な問題から複数
のアラートが生じているケースを把握できるよう、
アラートを迅速に追跡して根本原因を特定できて
いますか ?

プリケーション・デリバリー・パイプラインの他の
部分と同じくらい自動化されていますか ? そうでな
い場合は、どうすればそれをさらに自動化できま
すか ?

05 まとめ:CI/CDの
アジリティーを最大化

06 Instana社
(IBMグループ企業)

について

by Instana APM は、CI/CD を確実に実現するうえ
で大変役立ちます。
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06

Instana社(IBM
グループ企業)に

ついて

IBM グループ企業の Instana 社は、オンプレ
ミス、パブリッククラウド、プライベートクラウ
ド、ならびにモバイル・デバイスや IBM Z® の
メインフレーム・コンピューターなどのあらゆる
場所で複雑な最新のクラウドネイティブ・アプリ
ケーションを運用している企業に、自動化され
たアプリケーション・パフォーマンス監視機能（英
語）を備えたエンタープライズ規模の可観測性
プラットフォーム（英語）を提供します。

ハイブリッド・アプリケーション内のコンテキス
トの複雑な依存関係を検出する、AI を活用し
た Instana の検出機能により、最新のハイブリッ
ド・アプリケーションを管理できます。また、
Instana は、開発パイプラインを可視化してク
ローズド・ループの DevOps の自動化を実現し
ます。
こうした機能は、お客様のアプリケーション・
パフォーマンスの 最 適 化 のた め に 実 用 的 な
フィードバックを提供し、イノベーションを可能
にしてリスクを軽減し、サービス・レベルやビ
ジネス・レベルの目標を達成すると同時に、
DevOps が効率性を向上させ、ソフトウェア・
デリバリー・パイプラインにさらなる価値をも
たらすことができるようにします。
詳細はこちら（英語）

01 要約

02 変化することが
ニューノーマル

03 手作業による
パフォーマンス管理が
失敗する理由

04 自動化された
APMの実装

05 まとめ:CI/CDの
アジリティーを最大化

06 Instana社
(IBMグループ企業)

について
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